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一．知的財産関連紛争の処理に関する司法裁判所と行政機関との間の役割分担

  
 ヴェトナムでは、多くの知的財産紛争が、行政機関によって扱われている。 
 司法裁判所は、民事訴訟、刑事訴訟及び行政訴訟を担当し、唯一の知的財産紛争処

理に関する訴訟手続を扱う機関ではあるが、知的財産紛争処理に長けた裁判官が不在

である上、そもそも裁判官の質的な問題から裁判所に対する国民一般の信頼が必ずし

も高いとはいえず、また、一般的に裁判所における紛争処理には長期間を要するなど

の事情から、なにかしらの紛争が生じた場合の解決手段としては、行政機関による紛

争処理が選択される傾向が強いようである。 
 
① 知的財産紛争の処理にあたる行政機関の種類と役割 
 知的財産紛争の処理にあたる権利の執行機関としては、（a）市場管理局*1、（b）科
学技術省及び文化情報省の調査部門、（c）警察、（d）税関、（e）地方政府（人民会
議）があり、権利の管理機関としては、（i）科学技術省（MoST*2）傘下の国家知的財

産局（NOIP*3／ヴェトナム特許庁）と、（ii）文化情報省（MoCI*4）傘下の国家著作権

保護局（NOCP*5又はCOV*6／ヴェトナム著作権局）がある。 
 各執行機関は、軽微な知的財産権法違反について対処して行政措置を行う義務と権

限をもつ。これらの権限は、行政義務違反に関する罰則条例（Ordinate on the Punishment 
of Administrative Violation*7）及び 1999年 3月 6日付け政府のデクレ 12/1999/ND-CPの
第 10条等によって付与されているものである。行政措置としては罰金ないし期限付き
の営業禁止が一般的であるようであるが、罰則条例等の規定上、罰金の最高額は 2億
ドン（約 200万円）となっている。 
 一般的な手続としては、権利者が第三者による侵害の事実を発見した場合、先ず

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
*1 全国的な組織であり、6000人から 7000人の人員を擁する。国内の知的財産権のエンフォースメントを担

っており、最も積極的に活動している。 

*2 Ministry of Science and Technology 

*3 National Office of Intellectual Property 

*4 Ministry of Culture and Information 

*5 National Office for Copyright Protection 

*6 Copyright Office of Vietnam 

*7 この条例（ordinance）は 2002 年 7月 2日の国会の常任委員会を通過している。各分野における行政的罰

則行為は政府のデクレによって詳細が発表される。 



NOIP又はNOCPに対して、その第三者の行為が実際に侵害行為にあたるのかの判断を
求めるようである。このNOIP等の見解は、我が国制度における特許庁の「判定」に等
しい性格のものであるが、各執行機関においては自ら侵害判断を行うことが事実上困

難であるので、NOIP及びNOCPによるこの見解は、事実上重大な影響力を持っている。
NOIP及びNOCPから当該第三者の行為が侵害にあたるとの見解が示されたのちに、権
利者は、上記各機関に行政措置の執行を求めることになる*8。 
 一度侵害して行政的措置を受けたのにも拘わらず再び侵害行為を行った場合などの

ように、違反行為が深刻な場合には、刑事事件として扱うために、各執行機関が警察

（公安）に事件を送致する。権利者が公安に直接告訴することも可能である。 
 なお、税関は、知的財産権を侵害する輸入品あるいは輸出品について通関を延期す

る権限を持っている*9。 
 
② 知的財産紛争の処理にあたる司法裁判所の種類と役割 
 司法裁判所は、民事訴訟、刑事訴訟及び行政訴訟を担当する。 
 ヴェトナムの司法裁判所は、最高人民裁判所（SPC）、省級裁判所（provincial court）、
県級裁判所（district court*10）の 3つがあり、三級二審制*11を採用する。 
 民事訴訟の場合には、省級裁判所に第一審としての管轄があり、損害賠償を目的と

しない場合にのみ県級裁判所にも管轄が認められる。過去数年間の民事訴訟案件の 2/3
に相当する数が、省級裁判所を第一審としている。 
 刑事訴訟は、県級裁判所の管轄となる。 
 裁判所に於いて独自に侵害判断を行うにあたっては専門性の観点などから困難が伴

うことが多いようであり、そのため、行政機関の場合と同様に、NOIPの協力を得るこ
ともあるようである。 
 なお、法律上、裁判所は、専門性の高い事件について、実務家や学者を招聘し事件

の解決にあたって意見を述べさせる評議会を設置することが可能のようではあるが、

その設置及び評議を得るのに時間や費用がかかる等*12の理由により、裁判官が実際に、

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
*8 権利者は NOIPの判断を経由せずに、直接的に各行政機関に行政措置を求めることも可能であるが、各行

政機関においては侵害の成否を判断することが事実上不可能であるため、その場合であっても、最終的には

NOIPの見解を求めることになるようである。 

*9 権利者は、税関に対してその製品の輸入あるいは輸出通関に対して、自己の権利を侵害する輸入品ないし

輸出品に関し、税関に通関手続の延期を要求することができ、(a)自身が知的財産権の権利者であること、(b)

当該輸入あるいは輸出品が知的財産権の侵害品であることの証明を添付した申請書を提出する必要がある。更

にこの申請書には、(c)通関手続の違法な遅延によって被害を受けることになった者に対する損害やその他の

費用をカバーするための前払い或いはクレジット会社等の銀行業務を行う会社によって発行された支払保証

書の添付が必要とされる。 

*10 日本では、通常、地方裁判所を district courtと訳していますが、同じ英語表記でも、ヴェトナムの県級裁

判所は、日本でいえば地方裁判所というより簡易裁判所のようなものにあたる。 

*11 日本の高等裁判所の機能は SPCにある。 

*12 裁判官のプライドやそもそもどんな専門家を招聘すべきなのかが不明である等の事情もあるようである。 



この評議会を利用することはないのが実情のようである。 
 
 

二．司法裁判所において知的財産関連紛争を処理する裁判官の専門性の程度

 
① 一般的事情 
 今回の調査にあたっては、ヴェトナムの各機関を訪問し、種々のインタビューを行

ったが、概して、裁判所に対する信頼が低いことが窺われた。 
 そもそもヴェトナムの国家体制の下、司法権は国会に帰属しており、裁判所は国会

に代わってこの司法権を行使している。また、従来は、検察院（いわゆる国家監督官）

が司法監察を行っており、裁判所はその監督に服していた。更に、ヴェトナムは戦争

が長く続いた等の事情があったことから裁判官の養成が間に合わず、従来は急場しの

ぎで地元の名士を裁判官に登用したというようなこともあったため、司法の地位は、

国家組織の中で決して高いものではなかったようである。 
 しかし、裁判官の教育体制が整うなど、裁判官に対する信頼も徐々に高まってきた

ため、2005年行われた民訴法の改正などにより、一部管轄に変更がされ、また、検察
院の監督下から裁判所が脱するに至っている。 
 ヴェトナムにおいて判例は、法源としての地位がなく、また、一般的に公開されて

いない。これは、裁判所に対する信頼の低さ、及び、裁判官の質的問題の一つの表れ

であるが、昨今の裁判所の努力の結果として、ヴェトナム共産党は、今後判例に準法

源的地位を認める方針のようである。これに伴って判例の公開をすすめるため、海外

からの協力を得て、現在一審の書式を整備中とのことである。 
 
② 知的財産権関連について 
 知的財産関連訴訟を扱うにあたっては、特別の資格は求められない。一般的に、裁

判官に任命される者は*13、法に関する一般的知識を有し、かつ、本人が興味を持つ特

定の法分野を専門としていなければならない。従って、知的財産権法について総合的

に理解している裁判官は、この法分野に自ら興味をもった者ということになる。 
 最高裁では、知的財産権事件を扱う傾向にある裁判官の知識を向上させる必要性か

ら、知的財産権に関する多くの研修を行っている。2004年にはタイの知的財産裁判所
と協力して、25人の裁判官のための 3週間のトレーニングを行った。海外機関の援助
によって、すべてのレベルの合計 25名の裁判官に対し、3週間の別のトレーニングコ
ースも行っている。しかし、トレーニングの長さも内容も制限されており、そこから

裁判官に与えられる情報は限られたものとなっているのが実情のようである。 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
*13 判事の選抜と任官についての詳細な情報については、2002年 10月 4日に国会常任委員会を通過した判事

陪審員条例を参照のこと 



三．司法裁判所において知的財産関連訴訟の訴訟代理人となる者の専門性の程度  

 
 弁護士は、民事訴訟、刑事訴訟、行政訴訟のすべての訴訟形態を扱うが、特に知的

財産関連訴訟を代理するのに特別な資格を必要とするわけではない。この点は、裁判

官と同様であり、また、知的財産権を専門とする弁護士はほとんどいないようである。 
 弁護士の数は、全国 3,000人程度であるが*14、国の方針として、2010年まで 1万人
程まで増加させる予定とのことである*15。 

 
 
四．司法裁判所における知的財産権関連の民事訴訟、刑事訴訟、行政訴訟の割合

 
 1998年以来現在迄裁判所で扱われた事件数は 62件である。 
 一方、2000年から 2004年の間に知的財産関連の刑事事件は 429件である。しかし、
模造品関連の刑事事件がそのうちの大多数であり、純粋に著作権侵害及び産業財産権

侵害が問われた事案は僅か 2件に過ぎない。 
 なお、行政訴訟がどの程度あるかは不明である。 
 ヴェトナムには、裁判事件に関する公的な統計が存在していないようである。従っ

て、以上の件数は、今回 Country Reportの執筆を依頼した最高裁の裁判官が、独自の
統計を行ったもののようである。 
 
 

五．司法裁判所における知的財産権関連訴訟において争われる各知的財産権の割合

 
① 民事訴訟について 
 1998年以来現在迄裁判所で扱われた事件数は 62件であり、著作権関係紛争は 38件、
工業所有権関係事件は 20件、技術移転事件関係は 4件である。 

 
② 刑事訴訟について 
 刑事訴訟として扱われる知的財産関連の犯罪としては、民法第 131条における著作
権侵害（infringement upon copyright）、第 156条における模造品の製造と貿易規制違反
（manufacturing and/or trading in fake goods）、第 157条における食用の物品、食品、医
療用薬品、予防薬の模造品製造と貿易規制違反（manufacturing and/or trading in fake 
goods being food, foodstuffs, curative medicines, preventive medicines）、第 158条における
動物のえさ、肥料、家畜用薬品、植物保護剤、植物、動物種の模造品製造と貿易規制

違反（manufacturing and/or trading in fake goods being animal feeds, fertilizers, veterinary 
drugs, plant protection drugs, plant varieties, animal breeds）、第 170条における工業的所有

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
*14 なお、タイは 24,000人 

*15 なお、我が国の弁理士に相当すると思われる資格者が 100名程度いるようである。一定の試験に合格する

ことを要するが、訴訟代理権はなく、NOIPの管轄下にあるようである。 



権取得にあたっての規則違反（breaching the regulations on the granting of industrial 
property protection deeds）、並びに、第 171条における知的財産権の侵害（infringement 
upon intellectual property rights）がある。 
 2000年から 2004年の間に知的財産権に関して起きた刑事事件は 429件であり、そ
の内訳は、次の通りであり、模造品関連の刑事事件が大多数である。 

 
Title of crime and Article in the Code Year Number of case 

2000 0 
2001 0 
2002 0 
2003 1 

著作権侵害（第131条） 

2004 0 
Total  1 

2000 117 
2001 38 
2002 16 
2003 21 

模造品の製造と貿易規制（第156条） 

2004 7 
Total  299 

2000 56 
2001 11 
2002 10 
2003 29 

食用の物品、食品、医療用薬品、予防薬の模造品製

造と貿易規制（第157条） 

2004 7 
Total  113 

2000 2 
2001 1 
2002 1 
2003 1 

動物のえさ、肥料、家畜用薬品、植物保護剤、植物

、動物種の模造品製造と貿易規制（第158条） 

2004 10 
Total  15 

2000 0 
2001 0 
2002 0 
2003 0 

工業的所有権取得にあたっての規則違反（第170条）

2004 0 
Total  0 

2000 0 
2001 0 
2002 1 
2003 0 

知的財産権の侵害（第171条） 

2004 0 
Total  1 

 



六．司法裁判所において損害賠償を認定する場合の損害額の認定手法

 
 民法には、その第 610 条において「損害は全額支払われなければならない(damage 
must be paid in full)」と書かれているに過ぎず、知的財産権事件における損害額の算定
に関する特別規定は存在しない。 
 また、実際の訴訟においても、和解に達したり、あるいは、損害に関する請求を取

り下げたりしていることから、損害を評価する方法を明らかに提示しているような判

決は発見されない。 
 なお、2005 年 11 月頃に知的財産権法典が国会を通過しているが、知的財産権侵害
の場合の損額算定の原則についての条文が盛り込まれているようである。但し、2006
年 2月末日現在、未だこの新法は公開されていない。 

 
 
七．司法裁判所における知的財産権の有効性判断の可否とその効果

 

 民事訴訟法第 25条、第 29条、第 33条及び第 34条に規定によれば、県レベル（district 
level）の裁判所及び省裁判所（provincial court）は、すべて知的財産権の有効性を判断
する権限を有している。 

 但し、現にこれらの裁判所に於いて権利の有効性を判断した事例があるかは不明で

ある。 

 

 

八．司法裁判所において商標の類似性が争われる場合の判断手法

 
 商標の類否判断の基準を示した法制度は現在存在しない。 
 NOIP が 1994 年 8 月 6 日付けで発行している「商標審査ルール（the Rules on 
examination of trademark）No.191/QCXN」の 21.3項には、例えば「商品が同一で（商標
の）顕著な要素が類似している場合」や「商品が類似で（商標の）顕著な要素が同一

の場合」のように、2 つの商標を類似すると判断するための指針が示されている。こ
のルールの添付 5には、商標の類否判断手法とその基準が詳細に記載されており、そ
こには、例えば、文字、数字或いは組み合わせ（単語と数字の組み合わせ）に関する

類似性のような、対比する商標を類似と判断すべき幾つかのケースが例示されている。

これによれば、単語の組み合わせ、称呼又は観念において類似性が存在する場合、違

ったやり方で表示されていたとしても、それらは類似すると判断される。 
 商標の類否を争った裁判例には、次の例がある。 
 



裁判例：Hoai Nam Ltd. Co. とMr. Nguyen Huu Lam 間の商標訴訟. 
    判決番号No. 181、2001年11月21日判決 
 
 最高裁における控訴審で、Mr. Lamによる商標「Phu Dong Thien Vuong」の使用が商標 
「Phu Dong」の商標権者であるHoai Nam Ltd. Coの権利を侵害していると判断された。裁判
所は、「Phu Dong」と「Phu Dong Thien Vuong」は、組み合わされた単語の数において異な
っているが、その内容と意味合いは、需要者において両者が同じものであるとの認識を容

易に生じさせるとし、これらは混同を招く程度に類似しているとすべきとした。 

 

 

九．司法裁判所における知的財産権の保護について注目されている問題および立法の予定

 
 従来知的財産権に関する規定は民法におかれていたが、2005 年 11 月頃に民法から
独立した新知的財産権法典が国会を通過している。近々に官報が発行され、法文が公

になる予定とのことである。 
 新法は、WTO ないし TRIPs 協定などの知的財産権に関する世界標準を踏まえたも
のとなっているようであり、これによってヴェトナムの知的財産権制度が、制度的に

発展することが見込まれる。 
 なお、新法案に関しては、ヴェトナムが社会主義国家であることから、国民一般に

知的財産権は私の権利ではなく国の権利であるという意識が強く残っている部分があ

り、例えば薬剤に関する発明の独占などについては、この視点から、より慎重な議論

が行われたようである。また、例えば、現状において市場に流通する音楽製品の 9割
以上が海賊版といわれており、これを規制すると、国民から音楽を奪う結果にも繋が

りかねず、私権としての知財とその公共性の調整が、議論の焦点となったようである。 
 
 
十．司法裁判所において日本の企業や個人が当事者となる場合に留意すべき事項

 
 最も問題になるのは、裁判官の質であろうと思われる。 
 先に見てきたように、通常の場合、知的財産権関連紛争は行政機関を通じて解決

されており、その執行にあたっては NOIP の見解が鍵となるため、十分な証拠を整
えた上で、NOIPの判断を得ることが重要であろうと思われる。 
 但し、行政機関を通じての解決においては損害賠償が認められないので、損害賠

償を求めるのであれば、裁判所に対し訴訟を提起するしかない。この場合には、知

的財産権に詳しい弁護士の手配が重要になるであろうが、少なくとも現状に於いて

は、可能であればヴェトナム外で裁判を行うのが適当のように見える。 
以上 

 


