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第 82号（2018年 2月号） 
 

 

今月のトピック 
1. インドネシア ： BKPM新規則の制定 
2. タイ ： 土地・コンドミニアムに関する新たな権利を創設する法案 
3. シンガポール ： 2017 年改正シンガポール会社法におけるノミニー取締役に

関する規制 
 
今月のコラム －インドの映画館ってどんなところ？－ 

 

 

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 82

号（2018 年 2 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. インドネシア：BKPM新規則の制定 
 

インドネシア投資調整庁（BKPM）は、2017年 12月 4日に「投資ライセンス及びフ

ァシリティの指針及び手続についての 2017年第 13号規則」（BKPM新規則）を制定し、

2018年 1月 2日より BKPM本庁において施行されています。BKPM新規則は、外国投

資を促進することを企図した改正であり、重要な点についての改正を含みますので、以

下ご紹介いたします。 

 

(1) 投資基本許可制度の廃止 

 

BKPM新規則が制定されるまでは、外資系企業がインドネシアにおいて投資するた

めには、まず投資基本許可（Izin Prinsip）を申請・取得し、操業の準備が整った後に

ビジネス・ライセンス（Izin Usaha）を申請・取得するという二段階のプロセスを経

る必要がありました。 

BKPM新規則は、既存の投資基本許可を廃止し、これに代わるものとして、資本投

資登録（Pendaftaran Penanaman Modal）を定め、かつ、これが必要となる事業の範

囲を限定しました。すなわち、資本投資登録の取得が義務付けられる事業は、（a）建

設のために時間を要する事業、（b）投資インセンティブを利用できる事業、（c）中・

高度の環境汚染のリスクがある事業、（d）国防、天然資源、エネルギー及びインフラ

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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に関する事業、及び（e）その他適用法令により定められる事業に限定されています。 

そのため、上記事業に該当しない場合は、資本投資登録を取得する必要はなく、直

接ビジネス・ライセンスの取得を行うことが可能となっています。 

会社がビジネス・ライセンスを取得するためには、（a）会社が適法に設立されてい

ること、（b）納税者番号（NPWP）を取得していること、（c）事業の所在地を確保し

ていることという 3つの要件を充たしている必要があります。また、BKPM新規則の

下では、ビジネス・ライセンスを取得した会社は、取得から 1年以内にライセンスに

記載された事業を営む必要があるとされています。 

 

(2) ダイベストメント義務の免除 

 

また、BKPM新規則では、いわゆるダイベストメント義務の免除が可能となりまし

た。ダイベストメント義務とは、外資会社は商業的活動の開始から 15 年以内に株式

の一部をインドネシア人に譲渡しなければならないとされるルールのことで、15 年

ルールとも呼ばれます。ダイベストメント義務は、2007 年の新投資法施行時に廃止

されたため、新投資法施行後に設立された会社には適用がありませんが、新投資法施

行以前に設立された外資会社には適用があり、会社の投資基本許可に義務の具体的内

容が記載されています。 

BKPM 新規則では、株主総会決議及び BKPM の承認を経ることによって、ダイベ

ストメント義務の免除が可能である旨が規定されています。上記株主総会決議には、

インドネシア人株主が存在する PMA 会社（外資が一株でも出資する場合には PMA

会社とみなされます）については、インドネシア人株主によるダイベストメント義務

の履行を求めない旨の宣誓、外国株主が 100％保有する PMA 会社については、すべ

ての外国株主によるインドネシア人への株式譲渡に係る合意又は約束が存在しない

旨の宣誓が含まれている必要があります。なお、採掘事業のように、株式のダイベス

トメントについて、その他の法令による義務が課されている場合には、BKPM新規則

は適用されないので、留意する必要があります。 

また、BKPM新規則では、外国株主が 100％保有する PMA会社について、ダイベ

ストメント義務が免除された場合でも、将来的にインドネシア人当事者が要求したと

きには、ダイベストメント義務が復活する旨定められています。この定めについては、

法令上、インドネシア人当事者についての定義がなく、インドネシア人であればいか

なる当事者も要求をできるように思われ、また、期間の制限や、第三者による要求の

プロセスや要件等の詳細が定められておらず、今後どのように運用されるかは現時点

では不明な点が残ります。 

 

(3) その他 

 

上記のほか、BKPM新規則では、不動産事業における最低投資額要件（100億ルピ
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ア）の計算方法が変更されました。通常の事業であれば、最低投資額は土地建物を除

く投資総額を意味しますが、不動産開発業及び不動産管理業については、最低投資額

の計算に際して、土地及び建物への投資も考慮に入れることができるようになりまし

た。 

また、BKPM における拡張許可（Izin Perluasan）が必要とされる範囲についても

改正がなされ、産業部門に属する会社について、従前は、キャパシティを 30％以上

拡大する場合にのみ拡張許可を申請する必要がありましたが、BKPM新規則の下では、

いかなる量のキャパシティの増加についても、拡張許可の申請が必要になりました。 

BKPM新規則の実際の運用はこれから始まるところでもあるため、今後の運用方法

について注視する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

2. タイ： 土地・コンドミニアムに関する新たな権利を創設する法案 
 

2018年 1月 9日、タイ内閣にて、土地・コンドミニアムに関する新たな権利を創設

する法案（「新法案」）が可決されました。法案段階のものではありますが、タイの不動

産取引実務に大きな影響を与える可能性のある重要な内容を含んでおりますので、新法

案で議論されている、土地・コンドミニアムに関する新たな権利（「新不動産利用権」）

の概要について、ご紹介します。 

 

(1) 既存の不動産賃貸借 

 

現在でも、タイにおいては、土地やコンドミニアムを所有者以外の第三者に利用さ

せる方法として、賃貸借契約を締結し賃借権を設定する方法が存在し、このような不

動産の賃貸借は、実際に広く利用されています。土地やコンドミニアムの賃借権につ

いては、登記することにより、第三者に対抗することが可能です。しかし、賃借人が

死亡すると賃借権は相続されずに消滅し、また、原則として賃借権には抵当権の設定

ができない等、日本や諸外国の制度と比べ、やや使い勝手の悪い側面もみられます。 

 

(2) 新不動産利用権 

 

タイ政府は、そのような状況を踏まえ、新法案により、所有者以外の第三者が土地

等を利用するためのより使い勝手の良い新たな権利として、新不動産利用権の創設を

検討しています。新法案によれば、新不動産利用権の特徴には、以下のような内容が

弁護士 竹内 哲 
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含まれる見込みです。 

 

(a) 所管の土地事務所において、登記手数料を支払い登記することにより設定される。 

(b) 新不動産利用権の設定期間中、不動産所有者は、対象物件に担保権・用益権を設

定することができなくなる。 

(c) 新不動産利用権の保有者は、別段の合意がない限り、不動産所有者の同意を得る

ことなく、新不動産利用権を売却、移転又は相続させることができる。 

(d) 新不動産利用権の保有者は、別段の合意がない限り、不動産所有者の同意を得る

ことなく、新不動産利用権に抵当権を設定することができる。 

(e) 新不動産利用権の有効期間は、最大 30年。 

(f) 新不動産利用権の保有者は、別段の合意がない限り、不動産所有者の同意を得る

ことなく、新不動産利用権の対象土地上に建物を建てることができる。 

(g) 所有者が新不動産利用権の設定された不動産所有権を第三者に譲渡した場合で

あっても、新不動産利用権は消滅しない。 

 

これらの新不動産利用権の特徴は、既存の不動産賃借権と類似した点も多いものの、

とりわけ（b）、（c）、（d）、（f）等は、従来の不動産賃借権には存在しない特徴であり、

注目されます。 

 

(3) 今後の動向 

 

新法案はまだ初期的なものであることがうかがわれ、不明確な点も多く、今後の議

論の蓄積を待つ必要があるものと考えられます。しかし、新法案が法律として成立・

施行されれば、タイにおける不動産の利用のあり方に大きなインパクトを与える可能

性があることから、新法案の動向については、引き続きフォローしていくことが重要

と考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. シンガポール： 2017年改正シンガポール会社法におけるノミニー 
  取締役に関する規制 

      
本レター第 73号（2017年 6月号）でご紹介したとおり、2017年改正シンガポール
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会社法（「2017 年改正法」）には実務に影響を与える事項があり、施行後の各種対応が

求められているところです。本号では、その中で、ノミニー取締役の名簿の作成・保持

義務について特にご紹介します。 

 

(1) 2017年改正法の背景 

 

2017 年改正法では、ノミニー取締役を通じたマネーロンダリング及びテロ資金調

達に対するリスクに対処するために、ノミニー取締役に該当する取締役は会社に対し

て自らがノミニー取締役である旨とその指名者を開示することが義務付けられまし

た。また、ノミニー取締役が就任している会社の義務に関する規定も新設されていま

す。 

 
(2) 2017年改正法における規制 

 

(a) ノミニー取締役の要件 

取締役は、他の者の公式又は非公式の指示、命令又は要望に沿って行動する習慣

があるかそのような義務を負っている場合には、ノミニー取締役に該当します。具

体的にどのような場合にノミニー取締役に該当するのかは、当該事案の具体的な事

実関係に基づいて判断されることになると考えられます。例えば、取締役が特定の

者の指示等に従って業務を行う旨を定める契約書が存在する場合には、ノミニー取

締役に該当すると判断される可能性が高いと思われます。もっとも、この他にどの

ような場合にノミニー取締役に該当するのかは必ずしも明らかではないため、2017

年改正法における要件に該当するような事情がないかを事例ごとに検討する必要が

あります。 

 

(b) ノミニー取締役の義務 

ノミニー取締役は、①自らがノミニー取締役である旨及び②自らをノミニー取締

役に指名した者に関する所定の事項を、ノミニー取締役に選任されてから 30日以内

に会社に通知する必要があります。また、①当該ノミニー取締役がノミニー取締役

でなくなった場合にはその旨を、②指名者に関する通知済みの事項が変更になった

場合にはその旨を、それぞれの日から 30日以内に会社に通知する義務も負っていま

す。 

 

(c) ノミニー取締役が就任している会社の義務 

会社は、ノミニー取締役についての名簿を作成して保持する義務があります。こ

の点、会社は、政府機関が法執行のために確認を要するなど同法に定める一定の例

外的な場合を除いて、当該名簿の情報を公衆に開示してはならないとされています。

このように、ノミニー取締役の名簿の情報は、政府機関以外の第三者に対して開示
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されることは予定されていないものと考えられます。 

 

(d) 罰則 

ノミニー取締役が上記（b）のノミニー取締役の義務に違反した場合には、5,000

シンガポールドル（現在の為替レートで約 41 万円）以下の罰金の対象になります。

また、会社が上記（c）の会社の義務に違反した場合には、当該会社だけではなく義

務を怠った会社役員も、それぞれ 5,000 シンガポールドル（現在の為替レートで約

41万円）以下の罰金の対象になります。 

 
以上のように、2017 年改正法におけるノミニー取締役に関する新たな規制について

は、ノミニー取締役の要件が抽象的であり現時点ではその適用範囲が必ずしも明確にな

っているとは言い難い状況であるため、今後の運用の動向も注視し、適切な対応を行っ

ていく必要があります。 

 
（ご参考） 

本レター第 73号（2017年 6月号） 

http://www.mhmjapan.com/content/files/00027145/20170620-025317.pdf 

 

 

※当事務所は、シンガポールにおいて外国法律事務を行う資格を有しています。シンガ

ポール法に関するアドバイスをご依頼いただく場合、必要に応じて、資格を有するシン

ガポール法事務所と協働して対応させていただきます。 
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今月のコラム－インドの映画館ってどんなところ？－ 
 

まだまだ我々日本人には未知の部分が多い神秘の国インド。今回もそんなインドの知

られざる一面をお送りさせていただきます。筆者は映画好きなので、インド駐在時も映

画館によく足を運びましたが、今回はインドの映画館に焦点を当て、インドの映画館が

どのようなところか、ご案内しようと思います。 

インドは映画大国で、年間の映画製作本数はハリウッ

ドを上回ります。インド映画は、映画製作が特に盛んな

インド最大の商業都市ムンバイの旧名称ボンベイをもじ

って「ボリウッド」と称されたりしますが、この名称は

皆様も耳にされたことがあるかもしれません。そんなイ

ンドの映画館。日本とだいぶ様相が異なります。時には

衝撃的ですらあります。 

さて、その内実や如何に。 

 

1. インドの映画館では上映前に観客が直立不動になる 

本当です。インドでは、映画上映前に突如スクリーンに巨大なインド国旗がはためく

映像が流れ、国歌が演奏されます。観客は即座に起立して胸に手を当てて国歌のフルコ

ーラスが終わるまでそのまま敬意を表し続けます。 

私もインド国歌の歌詞はおろかメロディーすら不案内でしたが、毎回同じように起立

して敬意を表していました。郷に入りては何とやら、であります。 

そして、国歌が終わると何事もなかったかのように映画が始まります。 

 

2. インドの映画館では必ず休憩時間がある 

上記のとおり、国歌セレモニーが終わると普通に映画が始まるわけでありますが、し

かし、インド映画は 3時間超の大作が目白押しです。そんなに長いと途中でちょっと飲

み物でも買いに行きたい、お手洗いも済ませたい、というわけで上映開始から 1時間半

ほどすると一旦映画は中断。休憩時間に入ります。インド映画自体は休憩時間を見越し

て途中で区切られてもいいように製作されていますが、この休憩の儀式はハリウッド映

画の上映時でも行われます。ハリウッド映画の中には 2時間くらいの映画も当然ありま

すが、上映開始から 1時間ほどたつと画面が突然フリーズして、場内の電気が点ります。

観客はなんの困惑もなくわさわさ追加のポップコーンと 2 杯目のコーラを買いに売店

へ繰り出すわけです。この間映画館からは何のアナウンスもありません。10 分ほどす

ると場内は再び暗くなり、フリーズしたシーンの数分前のシーンから上映が再開されま

す。ムードは途切れますが、眠気覚ましの効用はありそうです。 

 

 

ボリウッドの中心ムンバイの中央駅 
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3. インドの映画館では観客が歌い、踊る 

本当です。インドの映画は勧善懲悪の非常にわかりやすい構成をしていますが、劇中

いきなり歌と踊りが始まるのも特徴の一つです。言ってみれば暴れん坊将軍がミュージ 

カル仕立てになっている。すなわち、暴れん坊将軍の劇中にマツケンサンバで登場人物

が全員踊る、と言ったらイメージしやすいでしょうか。 

そして、インドの皆さんは歌も踊りも大好き。劇中この歌と踊りのシーンとなると、

観客は立ち上がり、画面に合わせて歌い、そして踊るのです。もう、映画というよりは

アトラクションです。ここでも郷に入りては、が重要なのは言うまでもありません。 

 

4. インドの映画館では誰もエンドロールを観ない 

本当です。インドでは映画の本編が終わってエンドロールの字幕が流れ始めた瞬間場

内がまだ暗いにもかかわらず観客は即座に席を立ち映画館から出ていきます。その早い

こと。 

私は、エンドロールの最後までが映画だと思っていて、必ず場内が明るくなるまで席

に座っているのですが（エンドロールの最後におまけ映像があったりしますよね！）、

インドの映画館で最後まで座席に残っているのは必ず私一人です。一度など、エンドロ

ールがまだ続いているのに観客が私一人となったためエンドロールがぶちっと切られ、

場内を明るくされて「空気を読んで早く帰れ」シグナルを出されたこともあります。 

インドの方は余り余韻に浸らないタイプなのでしょうか。 

 

以上、日本の映画館とは様相が大きく異なるインドの

映画館をご紹介させていただきました。 

出張ですとなかなかインドの映画館まで足を運ぶ時間

はないかもしれませんが、インド駐在のチャンス等があ

りましたら是非一度覗いてみられてはいかがでしょうか。

「郷に入る楽しさ」を感じていただけるかもしれません。 

 

（弁護士 臼井 慶宜） 

 

 

 

 

 

 

  ムンバイの夕暮れ 
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文献情報 
 本  『アジア不動産法制―不動産・インフラ事業の手引き』 

（2018年 2月 16日刊行） 

特色  （1） 東南アジア・南アジア主要 8か国の不動産法制・実務を横断 

的にカバー 

（2） 日本法との比較の観点を盛り込み、Q&A形式でわかりやす 

く解説 

出版社   商事法務 

著者    【編著】川村 隆太郎、塙 晋 

【共著】武川 丈士、小山 洋平、二見 英知、梅津 英

明、佐伯 優仁、佐藤 貴哉、井上 淳、臼井 慶宜、

岸 寛樹、園田 観希央、竹内 哲、山口 健次郎、立

川 聡、井上 諒一、桑原 周太郎、安部 慶彦 

 
 論文 「The Anti-Bribery and Anti-Corruption Review ‒ Japan Chapter」 

掲載誌   The Anti-Bribery and Anti-Corruption Review 6th Edition 

著者    眞鍋 佳奈、梅津 英明、大野 志保 

 

 論文 「EU で進むデータポータビリティ権、導入の背景と日本における

動向」 

掲載誌   BUSINESS LAWYERS 

著者    増田 雅史 

 
NEWS 
 新人弁護士（41名）が入所しました 

 

 シンガポールオフィス移転のお知らせ 

森・濱田松本法律事務所 シンガポールオフィスは、この度、2018年 3月 5日よ

り下記に移転いたしますのでご案内申し上げます。 

移転先： 

1 Raffles Quay, #23-03 One Raffles Quay North Tower, Singapore 048583 

TEL：+65-6593-9750 / FAX：+65-6593-9751  

※オフィス及び各弁護士の TEL・FAXに変更はございません。 

業務開始日： 

2018年 3月 5日（月） 

 

（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@mhmjapan.com 
03-6212-8330 
www.mhmjapan.com 


