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  第 57 号（2016 年 5 月号外） 
 

 

 

はじめに 
 

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て「MHM Asian Legal Insights」を発行していますが、今回は号

外（MHM Asian Legal Insights 第 57 号（2016 年 5 月号外））として、インドネシア

における 新の情報をお送りします。 

 

インドネシアでは、従来、大統領令 2014 年第 39 号に付属するネガティブリスト

（「2014 年ネガティブリスト」）において、外国・内国投資が禁止又は制限されている

事業分野及びその内容が定められていました。2014 年ネガティブリストについては

2015 年から改正の議論が進められており、2016 年 2 月に、インドネシア政府は、経済

政策パッケージの第 10 弾として、同ネガティブリストの改正案を公表していました（本

レター第 52 号参照）。 

この度、新たな大統領令 2016 年第 44 号及びそれに付属する新たなネガティブリス

ト（「2016 年ネガティブリスト」）が 2016 年 5 月 18 日に施行され、同月 23 日に公表

されています。なお、新たな大統領令 2016 年第 44 号により、従来の大統領令 2014 年

第 39 号は廃止されています。 

 

2016 年ネガティブリストの改正は、日系企業の関心が非常に高い事項であるため、

本号外で概要をご紹介いたします。 

 

1. 2016 年ネガティブリストの内容 
 

(1) ネガティブリストとは 

 

ネガティブリストとは、外国・内国投資が禁止又は制限されている事業分野のリス

トをいいます。ネガティブリストに記載されていない事業分野であって、個別法令上

別段の制約が規定されていない事業分野については、外国投資を自由に行うことがで

きるものと考えられています。この点は、新大統領令 2016 年第 44 号においても明

記されています（同 3 条）。 

 

(2) 2014 年ネガティブリストからの主要な変更点 

 

外資規制が撤廃された事業分野 
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2014 年ネガティブリストにおいて、外国投資が禁止又は制限されていた事業分野の

うち、2016 年ネガティブリストから除外され、100%まで外国投資が可能となった主な

事業分野は以下のとおりです。 

 

 <外資規制が撤廃された事業分野> 

事業分野 2014 年ネガティブリスト 2016 年ネガティブリスト 

クラムラバー関連業 外国投資禁止 100%（但し、工業大臣か

らの特別許可が必要） 

有料道路事業 95% 100% 

非有毒性の廃棄物処理及

びマネジメント業 

95% 100% 

一定の製品について、メー

ルオーダー又はインター

ネットを通じた小売業 

外国投資禁止 100%（但し、ローカル中

小企業との協業が必要） 

生産と関連のあるディス

トリビューター業 

33% 100% 

冷蔵保管業 33%（スマトラ、ジャワ、

バリの場合）又は 67%（カ

リマンタン、スラウェシ、

ヌサトゥンガラ、マルク、

パプアの場合） 

100% 

レストラン業 51%（但し、地方の法令等

と矛盾しない限度） 

100% 

バー、カフェ業 49%（但し、地方の法令等

と矛盾しない限度）又は

51%（ローカル中小企業と

の協業を行う場合） 

100% 

スポーツ関連施設業 49%（但し、地方の法令等

と矛盾しない限度）又は

51%（ローカル中小企業と

の協業を行う場合） 

100% 

映画館・映画製作・映画配

給事業等 

外国投資禁止 100% 

投資額が 1,000 億ルピア

（現在の為替レートで約 8

億 1,000 万円）以上の電子

システムを通じた取引オ

ペレーター業 

記載なし 100% 
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薬品原料産業 85% 100% 

病院のコンサルティン

グ・マネジメントサービス

業 

67% 100% 

 

上記のうち、生産と関連のあるディストリビューター業及び投資額が 1,000 億ルピア

以上の電子システムを通じた取引オペレーター業については、2016 年ネガティブリス

ト自体には記載されていないことから（下記「外資規制が緩和された事業分野」参照）、

大統領令 3 条に基づき、外国投資が 100%まで可能と考えられます。 

また、電子システムを通じた取引オペレーター業とは、基本的には、オンライン上で

販売の場所（プラットフォーム等）を提供する事業を意味し、必ずしもオンラインでの

小売業（E-Commerce 業）全般を意味するものではない点には留意が必要です（他方で

一定の製品については、インターネット等を通じた小売が可能とされています。こちら

は、上記オペレーター業が提供する場等を通じて行う小売業を意味するものと思われま

すが、その範囲は現時点では不明確です）。 

 

外資規制が緩和された事業分野 

2014 年ネガティブリストにおいて定められていた外資規制が、2016 年ネガティブリ

ストにおいて緩和された主な事業分野は以下のとおりです。 

 

 <外資規制が緩和された事業分野> 

事業分野 2014 年ネガティブリスト 2016 年ネガティブリスト 

建設業 高度な技術、高リスク、工

事金額 10 億ルピア（現在

の為替レートで約 810 万

円）超の場合は 67% 

高度な技術、高リスク、工

事金額 500 億ルピア（現

在の為替レートで約 4 億

円）超の場合は 67%

（ASEAN 投資家について

は 70%） 

建設コンサル業 55% 高度な技術、高リスク、工

事金額 100 億ルピア（現

在の為替レートで約8,100

万円）超の場合は 67%

（ASEAN 投資家について

は 70%） 

デパートメントストア事

業（400m2 から 2,000 m2

の販売面積を有するもの） 

外国投資禁止 67%（但し、商業大臣から

の特別許可が必要（モール

に入っていること等が条

件）） 
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生産と関連のないディス

トリビューター業 

33% 67% 

倉庫業 33% 67% 

旅行代理店業 49%（但し、地方の法令等

と矛盾しない限度）又は

51%（ローカル中小企業と

の協業を行う場合） 

67%（ASEAN 投資家につ

いては 70%） 

ビジネストラベルの一形

態である MICE 業 

51%（但し、地方の法令等

と矛盾しない限度） 

67%（ASEAN 投資家につ

いては 70%） 

陸上旅客運送業 外国投資禁止 49% 

貨物運送業（フレイトフォ

ワーダー業） 

49% 67% 

インターネットサービス

プロバイダ業 

49% 67% 

投資額が 1,000 億ルピア

（現在の為替レートで約 8

億 1,000 万円）未満の電子

システムを通じた取引オ

ペレーター業 

記載なし 49% 

 

(3) その他 

 

特別経済特区 

新大統領令 2016 年第 44 号では、一定の制限（外資比率上限や、特別許可）のもと

で投資が認められている業種についても、「特別経済特区」（Special Economic Zone）

において事業が営まれる場合は、（中小企業のために留保されている事業分野を除き）

当該制限はかからないものとみなす旨の新たな規定を設けています（同 8 条 2 項）。現

時点では、特別経済特区として、Sei Mangkei, Tanjung Lesung, Palu, Bitung, Morotai, 

Tanjung Api-api, Mandalika, Maloy Batuta Trans Kalimantan 等が含まれることとなって

います。 

 

監督・評価・問題解決 

新大統領令 2016 年第 44 号は、経済分野の調整担当大臣が投資の実行の監督、評価

及び問題解決を行う旨の新たな規定を設けています（同 12 条）。実際の執行に際しては、

National Team for the Enhancement of Exports and Investmentという機関が補佐を行う

ものとされています。 

 

既存投資の保護条項 
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旧大統領令 2014 年第 39 号でも規定されていた既存投資の保護のための条項（グラ

ンドファーザー条項）は、新大統領令 2016 年第 44 号においても、そのまま維持され

ています。つまり、外資規制が厳格化された事業分野であっても、新大統領令 2016 年

第 44 号施行以前に行われた既存投資は保護され、2016 年ネガティブリストにおける新

たな外資規制に対応するために、外資比率の引下げ等を行う必要はありません（同 13

条）。 

 

2. 今後明確化が望まれる点 
 

(1) ディストリビューターに対する外資規制の適用範囲 

 

上記のとおり、2016 年ネガティブリストでは、ディストリビューター業について、

生産との関連性がない場合には外資比率の上限を 67%とする一方、生産との関連性が

ある場合には外資規制が及ばない（外国投資が 100%可能）という整理をしています。 

しかし、「生産との関連性」については、新ネガティブリスト上、定義が定められ

ていないため、例えば、以下の点等については、現時点では解釈が明確ではありませ

ん。 

- 「生産」について、自社の生産活動のみを意味するのか、それともグループ会

社の生産活動も考慮することが可能なのか。 
- 「生産」について、何らかの生産活動がインドネシア国内で行われている（又

は行われる予定である）必要があるのか、それとも、インドネシア国外での生

産活動も含むのか。 
- 「関連性」について、資本関係に基づく関連性を意味するのか、取引関係等の

契約関係に基づく関連性も考慮されるのか。 
親会社や兄弟会社がインドネシア国外で製造した製品を輸入してインドネシア国

内で流通させる行為についても「生産との関連性」が認められるような場合には、今

回の改正で大きな緩和がなされたものと評価しうるところですが、今後の実務・解釈

の明確化が望まれます。 

 

(2) 上場会社へのネガティブリストの適用 

 

上場会社へのネガティブリストの適用については、従来から、資本市場を通じた「間

接投資又はポートフォリオ投資」に対してはネガティブリストは適用されないという

規定が存在していました。しかし、「間接投資又はポートフォリオ投資」の定義が設

けられていなかったことから、上場会社に対してネガティブリストが適用されるか否

かについては、実務上、上場会社を監督する金融庁（OJK）及び外国投資を監督する

投資調整庁（BKPM）に対して、個別案件ベースで相談を行う必要がありました。 

このような不明確性・不確実性は、外国投資を萎縮させるものとして、今般の大統
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領令及びネガティブリストの改正に際しても、OJK から BKPM に対して、上場会社

についてはネガティブリストが適用されないことを明確にするよう提言がなされて

いました。しかし、大統領令 2016 年第 44 号における上場会社に対するネガティブ

リストの適用に関する規定（同 8 条 1 項）は、大統領令 2014 年第 39 号の内容をほ

ぼ踏襲したものとなっており、また、依然として「間接投資又はポートフォリオ投資」

の定義は設けられていません。 

そのため、当面は、上場会社が関連する個別案件を進めるに際しては、外資規制の

適用の有無も含め、従来通り、OJK 及び BKPM に対して個別案件ベースで相談を行

う必要があるように思われます。実務レベルでの取扱いについて、今後の明確化が望

まれる点です。 

 

本号外では、インドネシアにおけるネガティブリストの改正をご紹介させていただき

ましたが、概要の説明であり網羅的なものではないこと、今後実務が固まっていくと思

われる事項も多く含まれていることから、個別案件の遂行に際しては、現地専門家の意

見や 新事情を踏まえて、検討をされることをお薦めします。 
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