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第 123号（2021年 3月号外） 

 

 

本号外のトピック 

1. インドネシア：外資規制の改正 

 

 

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、東南アジア・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 123号（2021年 3月号外）として、インドネ

シアにおける最新の情報をお送りします。今後の皆様のインドネシ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： 外資規制の改正 

 

インドネシアでは 2020 年 11 月 2 日に雇用創出法（通称オムニバス法）が施行さ

れ、投資法、会社法、労働法、税法といった主要な法律の改正が行われました。もっ

とも、改正の詳細の多くは今後下位法令に定めるものとされており、外資規制につい

ても別途大統領令で詳細を定めるものとされていました。 

本年 2月下旬に雇用創出法の下位法令として 4本の大統領令及び 45 本の政令が公

布されました。その中には、外資規制の改正を含む投資事業分野に関する大統領令（大

統領令 2021年 10号、以下「本大統領令」）が含まれています。 

本号外では、実に 5年ぶりとなるインドネシアの外資規制の改正の概要及び個別法

令上の投資規制などを踏まえた実務上の留意点を詳細に説明します。 

 

(1) インドネシアの外資規制 

 

(a) 大統領令 2016 年 44号から大統領令 2021年 10号へ 

雇用創出法施行以前は、投資法（法律 2007年 25号）及びその下位法令である大

統領令 2016 年 44 号（以下「旧大統領令」）において、国内投資及び外国投資双方

に適用される投資規制（その中心的な規制である外資規制を含む）が規定されてい

ました。 

具体的には、投資法及び旧大統領令において閉鎖事業分野及び条件付事業分野と

して規定されていない事業分野については国内及び外国投資が開放されているもの

とされ（いわゆるネガティブリスト方式の投資規制）、さらに、条件付事業分野につ

いては、①中小零細企業又は協同組合（総称して「中小企業等」）に留保されている
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事業分野又は中小企業等とのパートナーシップを組むことが求められる事業分野、

②一定の条件のもと投資が認められる事業分野に分類されていました。 

雇用創出法の施行により、投資法の一部も改正され、また、投資法の新たな施行

規則として本大統領令が 2021年 2月 2日に公布されています。本大統領令は 2021

年 3月 4日から施行されており、それに伴い、旧大統領令は廃止されています。 

改正投資法及び本大統領令では、後記「優先事業分野」の創出の点を除き、旧投

資法及び旧大統領令における投資規制の大きな枠組みは維持されていますが、旧大

統領令に規定されていた外資規制の内容が大きく改正されています。 

 

(b) 投資禁止業種 

上記のとおり、雇用創出法においては投資法も一部改正されています。そして、

改正後投資法 12条によれば、麻薬の栽培・製造、賭博・カジノ、ワシントン条約別

紙 1 記載の魚の捕獲、サンゴ及びサンゴ礁の利用等、化学兵器製造、工業化学・オ

ゾン破壊物質製造産業の 6 業種のみが投資禁止業種とされており、その他、一定の

事業（国防等）については、中央政府管轄事業分野とされています（以下、投資禁

止業種と併せて「投資禁止業種等」）。なお、旧大統領令においては 20の業種への国

内投資及び外国投資が禁じられていました1。 

本大統領令では、投資禁止業種等以外に関する投資規制（その中心的な規制であ

る外資規制を含む）も規定されているので、以下その詳細を解説します。 

 

(2) 投資事業分野に関する大統領令 

 

(a) 概要 

本大統領令では、投資禁止業種等に該当しない投資対象として開放される事業を、

以下の 4つに分類しています（本大統領令 3条）。下記①から③の分類に該当する事

業分野のリストは本大統領令の各別紙として添付されています。 

 

① 優先事業分野（本大統領令別紙 1） 

② 中小企業等に割り当てられている又は後述の大規模投資を行う企業が中小企業

等とのパートナーシップを組むことが求められている事業分野（本大統領令別紙

2）（以下「中小企業等留保事業分野」） 

③ 一定の要件のもとに実施可能な事業分野（本大統領令別紙 3）（以下「条件付投

資事業分野」） 

④ 上記①～③のいずれにも該当しない事業分野 

 

上記のうち、①優先事業分野というコンセプトは、投資活動を促進するために本

 
1 また、従来、投資禁止業種の多くは投資法ではなくその下位法令の旧大統領令に規定さ

れていましたが、現在は、投資禁止業種等は（本大統領令ではなく）雇用創出法により

改正された投資法に規定されています。 
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大統領令の施行により新たに導入されたものです。他方で、②及び③については旧

大統領令においても存在した分類となります。 

 

(b) 優先事業分野 

優先事業分野とは、各種投資優遇措置を受けることが可能な事業分野となります。

本大統領令において、国家戦略上優先度の高い事業分野、資本・労働集約度が高い

事業分野、ハイテク事業分野、イノベーション関連事業分野等に該当する合計 245

業種が優先事業分野とされています（本大統領令 4条及び別紙 1）。 

優先事業分野に該当する場合、投資減税措置（Tax Allowance）、法人税減免措置

（Tax Holiday）、投資優遇税制（Investment Allowance）といった経済的なインセン

ティブのほか、ライセンス取得手続の緩和等の非経済的なインセンティブも与えら

れる可能性があります。本大統領令別紙 1 では、インドネシア標準産業分類コード

（KBLI番号）ごとに、得られる優遇措置の内容、優遇措置の対象となる製品、優遇

措置を得るための要件が記載されています。 

なお、優先事業分野はあくまで投資優遇措置を受けることが可能な事業分野であ

り、外資規制を中心とした投資規制が適用される事業分野を意味するものではない

ため、下記(c)及び(d)の各事業分野に適用される投資規制に服するものとそうではな

いもの双方が含まれます。 

 

(c) 中小企業等留保事業分野 

旧大統領令においては、145 の事業分野が中小企業等に留保されている事業分野

又は中小企業等とパートナーシップを組むことが必要な事業分野として規定されて

いましたが、本大統領令では、同種の制限事業分野が 89 にまで縮小されています（本

大統領令 5条及び別紙 2）。 

本大統領令で中小企業等に割り当てられている事業分野は、①テクノロジーを用

いていない事業分野又はシンプルなテクノロジーのみを用いている事業分野、②プ

ロセスに特異性があり、労働集約的であり、文化継承的な要素を含む事業分野、及

び／又は③土地建物を除く投下資本が 100 億ルピアを超えない事業分野とされてい

ます。また、本大統領令においては、外国投資家2は、土地建物を除く投資額が 100

億ルピア超の投資（以下「大規模投資」）を行うことが前提とされているので（本大

統領令 7条 1項）、中小企業等に割り当てられている事業分野については、外国投資

家は投資を行うことができないことになります。 

さらに、大規模投資を行う企業が中小企業等とのパートナーシップを組めば実施

可能とされている事業分野は、①業務工程の多くが中小企業等により実施される事

業分野、及び／又は、②大規模投資を行う企業のサプライチェーンに組み込まれる

前提の事業分野とされています。 

 
2 外国人、外国法に基づき設立される法人、外国法に基づき設立される法人が直接又は

間接に 1 株以上その株式を保有するインドネシア法人（以下「PMA会社」）を含みます。 
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(d) 条件付投資分野 

旧大統領令においては、350 の事業分野が一定の要件のもと投資が認められる事

業分野として規定されていました。本大統領令では、同種の制限事業分野が 46にま

で縮小されています。例えば、以下のような事業分野が条件付事業分野として記載

されています。 

 

事業分野 旧大統領令上の外資規制 本大統領令上の外資規制 

新聞・雑誌等の発行 内資 100％ 設立時は内資 100％、その後

（資本市場を通じての）事業拡

大のための外資による出資は

49％まで可 

民間テレビ・ラジオ放

送局の設置 

事業拡大のための外資に

よる出資は 20％まで可 

設立時は内資 100％、その後事

業拡大のための外資による出

資は 20％まで可 

国内海上貨物運送業 外資 49％まで可 外資 49％まで可 

伝統医薬品関連 内資 100％ 内資 100％ 

 

(e) 外資規制を含む投資規制が適用されない事業分野 

 

① 多くの事業分野への外資規制が撤廃 

上記のとおり、中小企業等留保事業分野及び条件付投資事業分野として規定され

ている事業分野は旧大統領令よりも大幅に数が減少していることから、本大統領令

により多くの事業分野で外資規制を中心とした投資規制が撤廃されたことになりま

す。 

以下は、旧大統領令における外資規制が撤廃されたと思われる事業分野の具体例

となります。 

 

事業分野 旧大統領令上の外資規制 本大統領令上の外資規制 

小売業 四輪・二輪・商業車両及

びそれらのスペアパーツ

の小売業は内資 100％（外

資禁止） 

その他多くの物品（食品、

化粧品、電気製品、繊維

関連等）の小売業が内資

100％（外資禁止） 

四輪・二輪・商業車両及びそれ

らのスペアパーツの小売りを

含め多くの小売業について外

資 100％可。 

但し、一部の小売業については

中小企業等留保事業分野。 
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スーパーマーケット 売場面積が 1,200 平米未

満であれば内資 100％（外

資禁止） 

外資 100％可 

  

デパート 売場面積が 400 平米から

2,000 平米のデパートで

あれば外資 67％まで、か

つ、商業大臣からの承諾

が必要 

ディストリビューター

業 

外資 67％まで（但し、生

産と関連性のある場合に

は外資 100％まで） 

外資 100％可 

  

倉庫業 外資 67％まで 

 

陸上貨物運送業 外資 49％まで 

 

フレイトフォワーダー

業 

外資 67％まで 

 

建設業 高技術、高リスク及び／

又は工事金額が 500 億ル

ピア超の建設サービス業

については外資 67％まで

（ASEAN 投資家につい

ては 70％まで） 

外資 100％可。但し、低中技

術・低中リスクの建設事業は中

小企業等留保事業分野。 

また、下記その他留意点も参

照。 

空港・港湾関連 外資 49％まで 外資 100％可 

不動産仲介業 内資 100％（外資禁止） 

病院 外資 67％まで（ASEAN

投資家については 70％ま

で） 

外資 100％可 

製薬業 外資 85％まで 

医薬品原料卸売業 内資 100％（外資禁止） 

医療機器卸売業 外資 49％まで 

各種通信関連業（固定

電話、携帯電話、イン

ターネット） 

外資 67％まで 
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E-Commerce 

（Online Retail） 

一定の物品については中

小企業等とのパートナー

シップにより投資可能 

デジタルプラットフォ

ーム 

外資 49％まで（但し、投

資額が 1,000 億ルピア以

上の場合には外資 100％

まで） 

広告業 内資 100％（ASEAN投資

家については 51％まで） 

 

② 本大統領令上の投資規制が適用されない場合 

また、本大統領令上、中小企業等留保事業分野及び条件付投資事業分野として規

定されている事業分野であっても、以下の場合には、本大統領令に定める投資規制

が適用されないものとされています。 

 

 類型 適用を免除される範囲 

1 グランドファーザー条項：新たに定められた外

資規制が旧法下よりも厳格化した場合に、従来

の外資比率を維持したまま事業活動を行うこと

を認めるもの（但し、本大統領令が旧大統領令

よりも外国投資家に有利な条件を定めている場

合には、本大統領令の条件の適用を受ける） 

外資規制の適用外（本大統領

令 6 条 4 項）（本大統領令別

紙 3 のうち「外資●％まで」

と記載されているもの） 

2 インドネシアとの二国間投資協定に基づき投資

優遇を受けられる場合（但し、本大統領令が当

該投資協定よりも外国投資家に有利な条件を定

めている場合には、本大統領令の条件の適用を

受ける） 

3 特別経済特区（Special Economic Zone）におい

て行われる投資 

本大統領令に定める投資規制

のうち条件付投資事業分野に

関する規制の適用外（本大統

領令 8条 1項） 

4 ポートフォリオ取引に該当する投資：一般的に

は上場会社に対する投資がこれに該当すると考

えられている 

本大統領令に定める投資規制

のうち中小企業等留保事業分

野及び条件付投資事業分野に

関する規制の適用外（本大統

領令 9条） 

5 金融・銀行に対する外資規制 各セクターにおける関連規則
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に従う（本大統領令 11 条 2

項）。 

 

③ その他留意点 

また、事業分野によっては個別法上の投資規制が存在する場合もあり得る点には

留意が必要です。つまり、本大統領令では、本大統領令施行時において有効な他の

法令における投資事業分野に関する規定は、本大統領令の規定と矛盾しない範囲で

有効とされており（本大統領令 13条）、「本大統領令の規定と矛盾しない範囲」にお

いては、他の個別法上の投資規制が適用され得ることが予定されています。 

そして、上記記載の各投資規制は投資法及び大統領令に基づく投資規制であり、

投資法と同位の法規範である他の法律レベルで投資規制が規定されているような場

合は、本大統領令の規制が適用されるのか、他の法律（場合によってはその下位法

令）における投資規制が本大統領令における投資規制に優先して適用されるのか又

は双方が重畳的に適用されるのかについて検討が必要となります3。 

例えば、建設業に関しては、建設サービス法上は外資企業がインドネシアで法人

を設立する形で建設サービス業を行う場合には、インドネシア企業との合弁企業で

あることが求められています。他方で、本大統領令上、高度な技術を用いた又は高

リスクの建設サービス業については外資規制が撤廃されており、インドネシア企業

との合弁は求められていないようにも読め、どちらの規定が適用されるのか疑義が

残ります。 

また、本大統領令と同時に公布されたリスクベースの事業許可実施に関する政令

（政令 2021 年 5 号）においては、オフィスビルの建設をはじめ複数の建設業につ

いて、PMA 会社が遵守すべき追加的な義務として旧大統領令と同じ外資規制が記載

されています。 

本大統領令及び政令 2021 年 5 号はいずれも雇用創出法により改正された投資法

の下位規範として位置付けられており、政令の方が大統領令よりも法規範としては

上位にあることから、政令 2021 年 5 号に記載されている旧大統領令下におけるも

のと同じ外資規制が引き続き存続していると解釈される可能性もあり得ます。 

本大統領令及び政令 2021 年 5号は施行されて間もなく、また、政令 2021 年 5号

は別紙を含めると数千ページにもわたる規則であり大統領令による改正と不整合な

内容が意図せずして混在してしまっている可能性もあり得ますので、いずれにせよ

個別法上の投資規制とあわせて本大統領令以外に適用される投資規制等がないかは

慎重に検討をする必要があります。 

 

(3) 最後に 

本稿では詳細は触れませんでしたが、本大統領令では（旧大統領令では投資禁止

 
3 また、投資規制以外の各種業規制は引き続き適用されるものも多いので（例えば、ディ

ストリビューションに関する各規制等）、それらについても留意が必要です。 
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業種として規定されていた）アルコール産業に関する投資規制を緩和する規定があ

り、本大統領令の存在が公表された後に、イスラム宗教団体からの強い反発を受け、

大統領がアルコール産業に関する投資規制については改正を撤回する旨表明してい

ます。この発言を反映する法改正は現時点ではなされておりませんが、このように

各種業界団体からの強い反対意見により本大統領令により改正された外資規制が今

後一部修正されるという可能性もしばらくは注視しておく必要があるように思いま

す。また、上記でご紹介した個別法上の留意点については、今後関係省庁間協議に

より法適用の不明瞭さが解消されるのか、それともこのまま実務形成がされていく

のかは、動向を注視する必要があります。さらに、これらの外資規制等の改正は現

在の許認可システム（OSS システム）とも連動することにより実際の申請実務も形

成されていくことになりますが、システム面での連携は現時点ではまだ取られてい

ないようですので、今後のシステム運用についても注視が必要です。 

もっとも、本大統領令の施行により、外資規制を含む従来の投資規制は大幅に緩

和されたことに変わりはなく、COVID-19 の影響を大きく受けているインドネシア

経済の活性化のための起爆剤になることが期待されます。従来外資による投資が制

限されていた業種への新規投資が期待されることは勿論のこと、将来本大統領令で

緩和された外資規制が続くという保証もないので、外資規制が緩和されている間に、

既存合弁会社のローカル株主持分の買取り等をすすめるというような動きも活性化

していくことが予想されます。 

 

（ご参考） 

本レター第 118 号（2020年 12月号）※雇用創出法について 

https://www.mhmjapan.com/content/files/00043808/20201221-110311.pdf 

 

本レター第 121 号（2021年 2月号）※本大統領令草案について 

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

 

 

 

 

 

 

（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 

弁護士 竹内 哲 

 +65-6593-9755（シンガポール） 

 tetsu.takeuchi@mhm-global.com 

 

弁護士 花村 大祐 

 +65-6593-9466（シンガポール） 

 daisuke.hanamura@mhm-global.com 
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