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This newsletter summarises some of the key changes 

affecting foreign investment in South and Southeast 
Asia. 

本ニュースレターは、外国から南アジア及び東南アジア向け

投資をする際に影響のある変更のうち重要なものをまとめ

たものです。 
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CHANGES TO MYANMAR’S RESTRICTIONS ON 

FOREIGN INVESTMENT 

ミャンマーの外資規制の変更 

The Myanmar Investment Commission (the MIC) issued 

a new notification (Notification No. 49/2014) (the New 

Notification) on 14 August 2014 amending the list of 

activities in which foreign investment (FI) in Myanmar is 

prohibited or restricted and in particular increased the 

number of activities that must be carried out through a 

joint venture with the Myanmar Government, the 

relevant ministry or a Myanmar citizen. The New 

Notification was issued pursuant to the Foreign 

Investment Law (2012) (the FI Law) and the Foreign 

Investment Rules (2013) and replaces the existing 

notification that was issued on 31 January 2013 (the 

2013 Notification). Although the New Notification does 

not provide any specific guidance on whether the 

changes will apply to existing investments or proposals 

that have already been submitted to the MIC, general 

market understanding suggests that the changes will not 

apply retrospectively to existing investments and any 

proposals that have been submitted will be considered 

on a case by case basis. 

ミャンマー投資委員会（「MIC」）は、2014年 8月 14日、ミャ

ンマーにおける外国投資（「外資」）の禁止又は制限対象事

業のリストを変更した新たな告示（告示第 49/2014号）（「新

告示」）を発令し、特に、ミャンマー政府、所管省庁又はミャン

マー国民との合弁事業によって行わなければならない事業

活動の数を増やしました。新告示は、外国投資法（2012年）

（「外国投資法」）及び外国投資規則（2013年）（｢2013年告

示｣）に基づき発令され、2013 年 1月 31日に発令された現

行の告示に代わるものです。新告示はこの変更が既存の投

資案件又は MIC に既に提出された投資提案書に適用され

るか否かについて具体的な指針を示していませんが、この

変更が既存の投資案件に遡及的に適用されることはなく、

既に提出された投資提案書については事案毎に個別に検

討されるというのが一般的な市場の理解です。 

The New Notification provides that 100% FI is permitted 新告示は、100%外資は、その事業活動が次の三つカテゴリ
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unless the activity is stated as falling into one of the 

following three categories: 

ーのいずれかに該当するとされない限り、許容されると規定

しています。 

1. activities that are prohibited to FI; 1. 外資を禁止する事業活動

2. activities in which FI is permitted but only

pursuant to a joint venture with a Myanmar

citizen; and

2. ミャンマー国民との合弁事業によってのみ外資が許

容される事業活動

3. activities in which FI is permitted provided that

either:

3. 次のいずれかを条件として、外資が許容される事業

活動：

(a) it is on the common recommendation of 

the relevant ministry and only then by 

way of a joint venture with Myanmar 

citizens; or 

(a) 所管省庁からの通常の推奨を受け、かつミ

ャンマー国民との合弁事業によってのみ営

まれること 

(b) it is in accordance with certain “other 

conditions” or “permissions” and only 

then by way of a joint venture with 

Myanmar citizens, the relevant ministry 

or a governmental body. 

(b) 一定の「その他の条件」又は「許可」に従

い、ミャンマー国民、所管省庁又は連邦政

府との合弁事業によってのみ営まれること 

If the foreign investor is required to enter into a joint 

venture with a Myanmar citizen pursuant to categories 2 

or 3 above, the foreign investor’s interest in the joint 

venture cannot be more than 80% of the total 

investment amount. If a foreign investor enters into a 

joint venture with a Myanmar Citizen but the applicable 

activity is not prohibited or restricted, hence the activity 

does not fall into one of the above three categories, the 

parties are free to decide between themselves the 

proportionate interest of each party, provided the MIC 

does not impose a case specific limitation, which it is 

entitled to do pursuant to the FI Law. 

外国投資家が上記カテゴリー2又は 3に基づきミャンマー国

民との合弁を義務付けられる場合、当該外国投資家の合弁

事業における持分は出資総額の 80%を超えてはなりませ

ん。外国投資家がミャンマー国民と合弁事業を行ったとして

も、該当する事業活動が禁止又は制限対象でなく、したがっ

て当該事業活動が上記 3つのカテゴリーのいずれにも該当

しない場合、当事者間で自由に各当事者の出資比率を決め

ることができます。ただし、MICが個別事案に応じて上限を

定めていないことを条件とします（外国投資法では MIC が当

該上限を定めることが可能）。 

The 2013 Notification reduced the number of activities 

that were prohibited from 21 to 11; most of which are 

restricted due to general regulatory reasons such as 

environmental policy and hence are prohibited to all and 

not only to foreign investors. Furthermore, a number of 

sectors remain prohibited to FI under the State-owned 

Economic Enterprises Law (the SEEL), such as 

banking, insurance and telecommunication services. 

However, in respect of a category 1 activity, the MIC, 

and, in respect of an activity caught by the SEEL, the 

Myanmar Government, can permit FI on a case by case 

basis. 

2013年告示は、禁止する事業活動の数を 21から 11に減

らしました。その殆どは環境政策などの一般的な規制理由

により制限されるものですので、外国投資家のみならずあら

ゆる者に対し禁じています。さらに、銀行、保険、通信サービ

スなどいくつかの業種は、国有経済企業法（「SEEL」）の下で

依然として外資に対し禁止されています。ただし、カテゴリー

1の事業活動に関しては MICが、SEEL が禁じる事業活動

に関してはミャンマー政府が、事案毎に個別に外資を許容

することもあり得ます。 
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Restrictions on foreign investment affect a number of 

sectors; some of the key sectors that have been affected 

include: 

外資規制は様々な業種に影響を及ぼし、影響を受けている

重要なものとしては次の業種が含まれます。 

 Real estate. The development, sale and lease of 

residential buildings and the development and 

sale of commercial and office buildings fall 

under category 2 and require a joint venture with 

a Myanmar citizen. 

 不動産  居住用建物の開発、販売及び賃貸並び

に商業ビル及びオフィスビルの開発及び販売はカ

テゴリー2に該当し、ミャンマー国民との合弁が義

務付けられています。 

 Healthcare. Private hospitals, clinics, diagnostic 

services, private production of pharmaceuticals 

and medical devices along with private medical 

or health related education institutions fall under 

category 3(a) and will require recommendations 

from the Ministry of Health and must be by way 

of a joint venture with a Myanmar citizen. 

 保健  私立病院、診療所、診断サービス、民間の

医薬品・医療機器の製造業は、民間の医療又は健

康関連の教育機関とともに、カテゴリー3(a)に該当

し、保健省の推薦を得た上で、ミャンマー国民との

合弁事業によって営まれることを要します。 

 Infrastructure. The construction of transport 

infrastructure, which was previously subject to a 

category 2 restriction, is now open to 100% FI. 

 インフラストラクチャー  輸送インフラの建設で、従

前にカテゴリー2の規制対象であったものは現在外

資に対し完全に開放されています。 

 Mining. Small and medium scale mineral 

production and prospecting, exploration and 

production of jade and gemstones are still 

prohibited by the New Notification. Large scale 

mining and the exploration and production of 

industrial minerals, which were previously 

subject to a category 2 restriction, are now open 

to 100% FI. Coal prospecting, exploration and 

production, which were previously subject to a 

category 3 restriction, are also now open to 

100% FI; however, the MIC and the Ministry of 

Mines can still impose certain restrictions on a 

case by case basis. 

 鉱業  中小規模の鉱物生産・埋蔵鉱物調査、翡翠

その他宝石用原石の探査・生産は現在も新告示に

より禁止されています。大規模鉱業並びに工業鉱

物の探査及び生産で、従前にカテゴリー2の規制

対象であったものは、現在外資に対し完全に開放さ

れています。石炭の試掘、探鉱及び生産で、従前に

カテゴリー3の規制対象であったものも現在外資に

対し完全に開放されています。ただし、事案により、

現在も MIC と鉱業省が一定の制限を課す可能性

があります。 

 Oil, Petroleum and Gas. Drilling of shallow oil 

wells up to 1,000 feet remains a prohibited 

activity. A number of oil, gas and petroleum 

activities are included as category 3(b) activities 

and must be carried out by way of a joint 

venture with the Ministry of Energy; these 

include, among others: the importation of 

petroleum and petroleum products as raw 

materials; exploration and production of oil and 

gas; oil and gas laboratory services; and the 

transportation, storage and distribution of oil, 

 石油、ガス  1,000 フィート以下の浅い油井の掘削

は現在もなお禁止対象事業となっています。いくつ

かの石油、ガス関連事業はカテゴリー3(b)に含ま

れ、エネルギー省との合弁事業によって営まれるこ

とを要しますが、その中でも特に、石油及び原材料

としての石油製品の輸入、石油及びガスの探査及

び生産、石油及びガス検査サービス、並びに石油、

ガス及び石油製品の輸送、貯蔵及び販売が挙げら

れます。。 
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gas and petroleum products. 

 Power. Supervisory control of Myanmar’s 

electric power system and the generation of 

electrical power below 10 megawatts remain 

prohibited activities. Small and medium scale 

production of electricity is a category 2 activity 

and hence can only be conducted by way of a 

joint venture with a Myanmar citizen. Producing 

electricity is a reserved activity meaning the 

Ministry of Electric Power may impose other 

sanctions or requirements on investors. 

 電力  ミャンマーの電力システムの監視制御及び

10 メガワット未満の発電は現在も禁止対象活動と

なっています。中小規模の発電はカテゴリー2の事

業活動ですので、ミャンマー国民との合弁事業によ

ってのみ行うことができます。発電事業は電力省が

その他の認可又は要件を投資家に課すことがある

という意味で留保付の事業といえます 

The above list is not exhaustive and each investment 

would need to be reviewed on a case by case basis. 

上記リストは全ての業種を網羅していないため、各投資事案

毎に個別に検討することが必要です。 

CHANGES TO THAILAND’S COMPETITION LAW タイの競争法改正 

Thailand enacted its competition law, the Trade 

Competition Act 1999, over 15 years ago and, although 

it included a mandatory approval for any merger or 

acquisition that met certain thresholds, the actual 

thresholds that were to apply have never actually been 

prescribed. Accordingly, to date, there have not been 

any competition restrictions on mergers and acquisitions 

in Thailand. As part of its membership of ASEAN, the 

Thai Trade Competition Commission (TTCC) has started 

the process of implementing a more functional 

competition regime in order to ensure Thailand complies 

with the ASEAN requirement that each member state 

shall have a competition regime in place by 2015. 

タイの競争法である 1999年取引競争法は 15年前に制定さ

れ、一定の基準を満たす合併や企業買収について承認取

得義務が定められているものの、適用されるとされていた実

際の基準は未だ規定されていません。よって、今日まで、タ

イにおける合併及び企業買収に対する競争制限はありませ

んでした。ASEAN加盟の一環として、タイ取引競争委員会

（「TTCC」）は、加盟各国は 2015 年までに競争法制を整備

することという ASEANの要件をタイが確実に遵守するた

め、より機能的な競争法制を実施するプロセスを開始しまし

た。 

In June 2013, the TTCC approved a draft implementing 

rule (the DIR) setting out the specific thresholds that 

would require a merger filing and which are to be 

adopted later this year. Further to the DIR, the TTCC 

also held a public hearing (the Public Hearing) on 28 

October 2014 pursuant to which it suggested certain 

changes to the DIR. The key points to note from the DIR 

and the Public Hearing are detailed below: 

2013年 6月、TTCCは合併の届出を義務付ける具体的基

準を定めた実施規則草案（「DIR」）を承認し、年内にはこれ

を採択する予定です。DIRのほか、TTCCはまた、2014 年

10月 28日に公聴会（「公聴会」）を開催し、これに基づき

DIRの変更を提案しました。DIR と公聴会について注目すべ

き重要な点は次のとおりです。 

 Notification. Before a merger can close, parties 

will be required to obtain approval from the 

TTCC where the draft thresholds for a merger 

are met. 

 届出  当事者は、草案における合併の基準に該

当する場合には、合併が実行可能となる前に、

TTCCより承認を得ることを義務付けられます。 

 Thresholds. The draft thresholds set out in June 

2013 required prior approval for: 

 新たな基準  2013 年 6月に草案で定められた基

準では、次の場合に事前承認が必要になるとされ
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ています。 

o a business with: (i) a revenue of at least 

USD 62 million; and (ii) a market share 

of over 30% (whether such a revenue or 

market share exists before or after the 

merger); and 

o (i)6,200 万米ドル以上の売上高、及び

(ii)30%超の市場シェア（かかる売上高又は

市場シェアの存在は合併の前後を問いま

せん。）を伴う事業 

o the acquisition of shares, if: (i) pursuant 

to a single transaction or a series of 

transactions, at least 25% of the (voting) 

shares of a public company or at least 

50% of the (voting) shares in a private 

company are acquired; and (ii) the 

parties (collectively or individually) have 

(a) a revenue of at least USD 62 million 

and (b) a market share of over 30%. 

o (i)単一又は一連の取引により、公開会社

の（議決権付）株式の 25%以上、又は非公

開会社の（議決権付）株式の 50%以上の取

得があり、かつ(ii)当事者に（合計で又は個

別に）(a)6,200 万米ドル以上の売上高及び

(b)30%超の市場シェアがある場合の株式

の取得 

Market reports suggest that the TTCC is 

considering removing the market share 

threshold due to difficulties in determining how a 

market share would be calculated. Further, the 

revenue threshold may be lowered from USD 62 

million to USD 15.2 million to reflect the small 

size of the Thai market. Further updates are 

expected later this year. 

市況報告によると、市場シェアの算定方法の判断

が難しいことから TTCCが市場シェア基準を外すこ

とを検討しているようです。また、売上高基準は、小

規模なタイ市場を反映して 6,200 万米ドルから

1,520 万米ドルに引き下げられる可能性もありま

す。年内には更なる変更も予想されます。 

 Clearance. The TTCC will have the authority to 

issue compliance steps for remedy as well as 

prohibit mergers. It is thought that the merger 

clearance process may take around 90 

(calendar) days. If the TTCC prohibits a 

transaction, the parties will, within 30 days’ of 

the decision, be entitled to appeal the decision 

to the Appellate Committee. The Appellate 

Committee will then have 90 days to issue their 

decision. The Appellate Committee’s decision 

will be final and binding. 

 クリアランス  TTCC には、合併を差し止めるばか

りでなく、救済を目的とした法令遵守措置を発令す

る権限があります。合併に関するクリアランス手続

はおよそ 90（暦）日かかると考えられています。

TTCCが取引を差し止めた場合、当事者は決定後

30日以内に、上訴委員会に当該決定を上訴するこ

とができます。上訴委員会はその後 90日以内に同

委員会の決定を発します。上訴委員会の決定は最

終的で拘束力を有します。 

FOREIGN OWNERSHIP OF INDONESIAN 

PLANTATIONS 

インドネシアのプランテーションの外国資本出資率 

The plantation industry, which covers, amongst others, 

the production of coffee, tea, tobacco, rubber and palm 

oil, is one of Indonesia’s largest markets. In particular, 

10% of Indonesia’s export value is derived from its palm 

oil production (amounting to approximately USD19 

プランテーション産業は、特にコーヒー、茶、タバコ、天然ゴ

ム、パーム油の生産に及び、インドネシア最大の市場のひと

つとなっています。なかでも、パーム油の生産はインドネシ

アの輸出額の 10%（合計約 190 億米ドル）を占め、年間推定

生産量 3,350 万トンを誇る同国は現在世界最大のパーム油
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billion) and currently Indonesia is the world’s largest 

palm oil producing country, with an estimated production 

of 33.5 million tons per year. 

生産国です。 

Over the past few years the debate surrounding 

restrictions on foreign ownership in Indonesian 

plantations has intensified. In September 2013, the 

Ministry of Agriculture (the MOA) restricted the size of 

palm oil plantations held by a “group of companies”, 

other than public companies, to 100,000 hectares 

(200,000 hectares in Papua and West Papua 

provinces). Furthermore, in a bid to benefit domestic 

players in the industry, the MOA also required investors 

in processing plants to provide local communities with a 

controlling interest in their processing mills by their tenth 

year of operation. 

過去数年にわたり、インドネシアのプランテーションにおける

外国資本の出資規制をめぐり論争が激化しています。2013

年 9月、農業省（｢MOA｣）により、公開会社以外の｢企業グ

ループ｣が保有するパーム油プランテーションの規模は、

100,000 ヘクタール（パプア州と西パプア州では 200,000 ヘク

タール）に制限されました。さらに MOAは、プランテーション

産業に関わる国内事業者を保護するため、パーム油加工工

場への出資者に対し、操業開始から 10年が経過するまで

に加工工場の支配持分を地域コミュニティに譲渡することも

求めています。 

The Plantations Bill, which was enacted in October 

2014, was expected to introduce a provision that would 

have the effect of retrospectively reducing the permitted 

foreign ownership of companies owning Indonesian 

plantations from 95% to 30% but the Plantations Bill 

remained silent on the proposal. However, in a draft bill 

published in December 2014 the foreign ownership cap 

of 30% has again been proposed but with a further 

proposal that any foreign investment will only be 

permitted where “new technology” is introduced by the 

investor (to date the definition of “new technology” 

remains unclear). 

2014年 10月に成立したプランテーション法には、インドネシ

アのプランテーションを所有する認可外国企業の出資比率

の上限を遡及的に 95%から 30%に引き下げるための条項が

盛り込まれる予定でしたが、当該条項は未だ同法に盛り込

まれていません。ただし、2014 年 12月に提出された法案で

は、外資出資比率の上限を 30％に引き下げることが再び提

案されているのに加え、今回は、外国資本の出資が認めら

れるのは出資者が｢新技術（new technology）｣（これまでのと

ころ｢新技術｣の定義は明らかにされていません）を導入する

場合に限ることが新たに提案されています。 

Under the draft bill, those with a foreign interest of over 

30% will be required to divest within five years. 

Plantation companies will also be required to: 

この法案によれば、外資出資比率が 30%を超えるプランテー

ションは、5年以内に売却しなければなりません。このほか、

プランテーション企業には以下が義務付けられます。 

 use at least 30% of the plantation site for 

plantation use within three years of being 

granted the relevant licence; and 

 関連ライセンスを供与されてから 3年以内に、プラ

ンテーションの敷地の 30%以上をプランテーションに

利用すること、及び 

 use domestic banks and production facilities.  インドネシアの銀行及び生産施設を使用すること 

Furthermore, affiliations between foreign shareholders 

and other foreign plantation companies will be 

prohibited.   

さらに、外国人株主その他外国のプランテーション企業との

提携は禁じられます。 

The outgoing president of Indonesia, Susilo Bambang 

Yudhoyono has warned that the proposed reduced 

foreign ownership limits could expose the Government 

退任するスシロ・バンバン・ユドヨノ（Susilo Bambang 

Yudhoyono）大統領は、外資出資比率の上限引下げ案が成

立、施行されれば、改正案は遡及的に適用され、また、当該
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to legal action due to the retrospective nature of the 

proposed changes and the cost to investors of 

complying with such changes. Although the proposed 

restrictions are only in draft form, the fact they have 

been raised for a second time suggests that the 

Indonesian Government remains focused on developing 

its policy of resource nationalism. 

改正を遵守するためには出資者にコストが生じることから、

インドネシア政府は訴訟問題に直面する可能性があると警

告しています。外資出資規制に関する法案は未だ起草段階

であるものの、これが持ち上がったのは 2度目であるという

事実が、インドネシア政府が資源ナショナリズム政策の策定

に重点を置いていることを示唆しています。 

GEOTHERMAL ENERGY IN INDONESIA インドネシアの地熱エネルギー 

Indonesia has significant geothermal resources that 

remain undeveloped, with current estimates suggesting 

that it could produce up to 29 gigawatts of electricity 

from its geothermal resources but it currently only 

produces about 5% of this estimate. Two of the reasons 

that it has been difficult to utilize the resources are that 

many of the areas that are prime for development are 

located in protected forests and, in addition, there have 

been electricity pricing problems. To resolve some of 

these issues, the House of Representatives in Indonesia 

(the DRP) passed a new law on geothermal energy in 

August 2014 (the 2014 Law). The following key changes 

have been implemented by the 2014 Law: 

インドネシアは大量の未開発地熱資源の保有国です。潜在

的には 29 ギガワットまでの地熱発電が可能であると現在推

測されていますが、現状ではその 5%の発電量しかありませ

ん。資源活用が進まない理由は、開発に最適な地域の多く

が森林保護区内にあるためですが、これに加えて電気料金

の設定の問題もあります。このような問題を解決すべく、イン

ドネシアの下院（｢DRP｣）は 2014 年 8月、地熱エネルギーに

関する新法（｢2014 年新地熱法｣）を可決しました。2014 年新

地熱法により実施された主要な変更は以下のとおりです。 

 Reclassification of geothermal activities. Prior to 

the 2014 Law, geothermal activities were treated 

as being the same as other mining activities, 

such as the exploration and production of oil, 

gas, minerals and coal. However, geothermal 

activities have now been reclassified and hence 

will be treated differently from such other mining 

activities. The effect of the reclassification is that 

geothermal exploitation will no longer be subject 

to many of the licensing restrictions currently in 

place for such other mining activities. 

 地熱開発の再分類  2014年新地熱法が可決され

る以前、地熱開発は、石油、ガス、鉱物及び石炭の

探査や生産等の採掘活動と同様のものとみなされ

ていました。しかしながら、地熱開発は再分類され、

このような他の採掘活動とは異なるものとみなされ

ることになり、再分類の結果、地熱開発は、他の採

掘活動について現在定められている数多くのライセ

ンス規制の対象外となります。 

The reclassification of geothermal activities also 

potentially changes the type of land within which 

geothermal exploitation can take place. 

Pursuant to the 2014 Law, geothermal activities 

in protected and conservation forest areas are 

permitted with the approval of the Indonesian 

Government, which was not the case under the 

pre-existing legislation. It is estimated that 42% 

of Indonesia’s geothermal resources are to be 

found within these forestry areas. On the face of 

it, the changes should be viewed with some 

地熱開発の再分類により、地熱開発が認められる

土地の種類も変更される可能性があります。2014

年新地熱法に従い、森林保護・保全地区において

も、インドネシア政府の許可があれば地熱開発が

可能となります。これは、従来の法律では認められ

なかったことです。インドネシアの地熱資源の 42%

がこの森林地域に埋蔵されていると推測されていま

す。一見すると、この改正の解釈には注意が必要で

す。というのも、2014 年新地熱法は、保全地区にお

いては林業活動しか認めていない 2004年森林法

と矛盾するように思われるからです。とはいえ、
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caution, as the 2014 Law appears to contradict 

the 2004 Forestry Law, pursuant to which only 

forestry activities may be undertaken in 

conservation areas; however, the general 

market view seems to suggest that the 2004 

Forestry Law will be amended. Further 

clarification is expected early this year. 

2004年森林法は改正されるだろうというのが一般

的な市場の見方となっています。今年の早い段階

で、この点がさらに明確になるものと見込まれてい

ます。 

 Government authorization. The 2014 Law also 

splits geothermal activities into two different 

categories, “Direct Utilization” (Direct 

Utilization), which is the utilization of 

geothermal energy from source, and “Indirect 

Utilization” (Indirect Utilization), which is the 

utilization of geothermal energy from thermal 

energy into electricity. To undertake Direct 

Utilization, Direct Utilization permits must be 

obtained from either the Minister of Energy and 

Mineral Resources (MEMR) or the relevant 

regional authority. However, to undertake 

Indirect Utilization, Indirect Utilization licences 

must be obtained from the central Government 

in Jakarta, who can also hold tenders for 

geothermal exploitation areas. 

 政府の認可  2014 年新地熱法では、地熱開発

が、地下資源を地熱エネルギーとして直接利用す

る｢直接利用｣（｢直接利用｣）と、熱エネルギーにより

発電して地熱エネルギーを利用する｢間接利用｣

（｢間接利用｣）という 2つのカテゴリーに分離されて

います。直接利用を行うためには、エネルギー鉱業

資源相（「MEMR」）又は管轄の地方自治体のいず

れかから直接利用許可を取得しなければなりませ

ん。他方、間接利用を行うためには、ジャカルタの

中央政府から間接利用ライセンスを取得しなけれ

ばなりません。なお、中央政府は、地熱開発地域の

テンダー（入札）も実施することができます。 

 Transfers of licence. The 2014 Law further 

provides that the shares of a holder of an 

Indirect Utilization licence can, with the consent 

of MEMR, be transferred upon such 

licenceholder becoming listed on the Indonesian 

Stock Exchange and provided the exploration 

phase has completed. Although the legislation is 

unclear, it is expected that transfers of shares: 

(i) prior to exploration; (ii) in private companies; 

and (iii) without the consent of MEMR will be 

prohibited. 

 ライセンスの譲渡  2014年新地熱法はまた、

MEMRの同意があれば、間接利用ライセンス保有

者の持分は、当該ライセンス保有者がインドネシア

証券取引所に上場した場合に、探査段階が完了し

ていることを条件として、譲渡することができると定

めています。この法律の規定は曖昧ですが、(i) 探

査段階前の持分譲渡、(ii) 未公開会社持分の譲

渡、及び (iii) MEMR の同意がない場合の持分譲渡

は禁じられていると思われます。 

 Pricing. The pricing regime under which the 

state-owned electricity company, Perusahaan 

Listrik Negera (PLN) will buy geothermal energy 

has been re-adjusted to cater for the effects of 

inflation. The tariff will also be set by 

geographical location. It is expected that further 

regulations will be issued in respect of pricing in 

due course. 

 料金設定  インドネシアの国有電力会社

Perusahaan Listrik Negera（PLN）による地熱エネル

ギー購入価格設定システムは、インフレ効果に対

応するため見直しが行われています。関税率も地

理的な場所により設定されます。料金・価格設定に

ついては、やがて追加規則が発令されると思われ

ます。 

The DRP plans to treble geothermal power production DRPは、今後 10年間で、地熱発電を 3倍にして、インドネ
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over the next decade making power generated by 

geothermal energy 10% of all energy produced in 

Indonesia. To reach this target the DRP announced in 

November 2014 that it would be accepting tenders for 

25 new sites this year. 

シアで生産される全エネルギーの 10%を地熱発電とすること

を計画しています。この目標の実現のため、2014年 11月、

DRPは、今年 25 カ所の新たな場所についてテンダーを受

け付ける予定であると発表しました。 

NEW INDONESIAN INSURANCE LAW インドネシアの新保険法 

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. 

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」）を可決しました。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まし

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します。 

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すが、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ます。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」）が同法を補完する詳細な規

則を発令する旨を明確に規定しています。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

されます。 

The following key changes have been implemented by 

the New Insurance Law: 

新保険法により実施された主要な変更は以下のとおりで

す。 

 Single presence policy.  Legal entities and 

individuals may, at any one time, only hold one 

controlling stake in each of the following 

categories of insurer or reinsurer: 

 単一持株政策（Single Presence Policy）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

ます。 

o conventional life insurance company; o 通常の生命保険会社 

o conventional general insurance 

company; 

o 通常の損害保険会社 

o conventional reinsurance company; o 通常の再保険会社 

o Shariah life insurance company; o イスラム生命保険会社 
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o Shariah general insurance company; 

and/or 

o イスラム損害保険会社、及び／又は 

o Shariah reinsurance company. o 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りません。ただし、

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ます。 

The term “controlling stake” is not defined in the 

New Insurance Law, but it is expected to be 

defined in subsequent OJK regulation.  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. 

「支配持分」という用語は新保険法の中では定義さ

れていませんが、OJKが今後発令する規則の中で

定義される見通しです。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ります。 

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すが、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

す重要な変更です。ただし、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

主には影響は及びません。 

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 

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）を設けていません。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ま

す。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
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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. 

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、又は現在別々に保有してい

る対象会社を合併若しくはその他の方法で統合し

なければなりません。 

 Foreign ownership limits and Indonesian 

shareholder requirements. 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%.   

 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  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％

に据え置かれます。 

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、ライツイシュー（rights issue）の一部として保険

会社又は再保険会社に追加出資し、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結果

として、80％の上限を超えて持分を保有することが

認められていました。現時点では、この点に変更は

ありませんが、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ります。 

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ました。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ました（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した。）。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りました。新保険法の

下では、この種の仕組みはもはや不可能になりま

す。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

るためです。 
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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: 

単一持株政策と同様、新保険法は「grandfathering」

条項を設けていません。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

題を協議中です。）、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、 

o 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 

o 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 

o undertake an IPO of the insurer or 

reinsurer, 

o 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 

in each case within five years of the New 

Insurance Law coming into effect. 

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りませ

ん。 

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

変更されませんでしたが、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ました。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るでしょう。 

 Obligation to use domestic insurance and 

reinsurance capacity. 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.   

 国内の保険及び再保険を利用する義務  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りませ

ん。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す。 

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 

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した。

今後は、インドネシアに所在する資産及び／又はリ
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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. 

スクについてはすべて、その所有関係にかかわら

ず、国内の保険会社又は再保険会社と保険契約を

締結しなければなりません。ただし、国内の保険会

社又は再保険会社がかかる資産又はリスクを引き

受けることができない、又は引き受けることを希望し

ない場合を除きます。 
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