
 

訪越報告書 

 

期 間    ：2005年 11月 1日～同 3日（成田 10月 31日発、同 11月 4日着） 
訪越メンバー： 

 五味飛鳥：弁理士 早稲田大学法学研究科 博士後期課程（WG委員） 
 張 睿暎：早稲田大学法学研究科 博士後期課程・文部科学省国費留学生（WG委員） 
 今村哲也：早稲田大学法学研究科 博士後期課程・客員研究助手（WG委員） 

目 的    ：①ヴェトナム裁判所における知財紛争処理の動向調査 

     ②知財データベースへの判例登載に関する人民最高裁への協力要請 

訪 問 先    ：①JICA法整備プロジェクト事務所 
     ②弁護士事務所＋ヴェトナム著作権局 

     ③JETROヴェトナム事務所 
     ④NOIP（ヴェトナム知的財産局） 
     ⑤SPC（ヴェトナム最高裁判所） 
 

 

① JICA法整備プロジェクト事務所 

 

日 時   ：2005年 11月 1日（火）10:30～12:00 
場 所   ：JICA Legal Cooperation Project Office #502 North Star Building, 
相手側：Mr. Taro MORINAGA（森永太郎氏）JICAヴェトナム法整備支援プロジェクト
事務所チーフアドバイザー 
 
 ヴェトナムの法整備に協力している JICA法整備プロジェクト事務所を訪ね、同所プロ
ジェクト・リーダーの森永太郎氏と面会。ヴェトナムの法環境について、その概要の説

明を受ける。特に、ヴェトナムにおける「裁判例」に位置付けについて、これがデリケ

ートな問題を含むので取り扱いには注意を要する旨、助言を得る。 

 詳細は、次の通り。 

 

□知財を巡る動向について 

 ヴェトナムにおいては、'90年代半ばに成立した民法に、知財に関する規定が盛り込まれ
た。一昨年には、党の政策として、WTOへの加盟等を睨み知財法を民法から独立させる決
断がされた。 

 民法から知財法を独立させる際の、ヴェトナム特有の議論として、知財に関する規定を

民法に残すかという議論があったが、議論の結果基幹規定のみ民法に残すことになり、本

年 6月に新民法成立した。 
 現在、新知財法の成立に向けて国会で議論が行われている。 

 なお、ヴェトナムは社会主義国であるため、知財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る。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ている。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、議論の焦点となっている。 

 



 

□ヴェトナムにおける司法の動向 

 ヴェトナムの司法権は、国会に帰属しており、裁判所は国会に代わってこの権限を行使

している。また、従来は、検察院（所謂国家監督官。日本の検察と違う）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。また、ヴェトナムは戦争が長く続いた等の事

情があるため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（信頼も低かった）。 

 しかし、裁判官の教育体制（Court School，司法学院）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、本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。 

 

□判例の公開について 

 ヴェトナムの判例に法源的地位はない。また、一般的に、判例は公開されていない（法

源性がないので、その必要もない）。 

 しかし、党の方針として、今後準
．
法源的地位を認める予定となっている（但し、英米に

おける判例の地位とは全く異なる）。従って、今後は、判例を公開することが必要になる。

この方針を受けて、先ずは判例を公開することに馴れる
．．．

ために、STAR Project（米）の協
力を得て、最高裁は、昨年、監督審の判例をまとめて冊子にして公開した（この冊子の中

に、知財判例は一件のみ登載されている）。また、公開への準備の一環として、JICA法制
整備プロジェクトの支援により、現在一審の書式を整備中である。 

 なお、判例が公開されていない理由は、公的には「そもそも法源的地位を有しないので

公開の必要がない」というもののようであるが、本音は、裁判官の質ひいては判決の質が

悪く、公開に耐えない（国民及び外国の批判に耐えない）という理由が大きいようである。

従って、裁判所には、これを完全に公開することには心理的抵抗
．．．．．

があるものと推察される。 

 

 

②弁護士事務所＋ヴェトナム著作権局 

 

日 時   ：2005年 11月 2日（火）10:00～12:00 
場 所   ：HANOI Melia Hotel 20F 会議室 
相手側：Mr. Do Khac Cien氏 ヴェトナム著作権局 Deputy Director General 
    Mr. Nguyen Tran Tuyen氏 Indochina Law Firm 弁護士 

 

 本会合は、ヴェトナム弁護士 Tuyen 氏より、著作権局の Chien 氏の紹介を得て実現し
たもの。もともと、Tuyen 氏の事務所に伺う予定であったが、先方から我々の宿泊先に
お越し頂くことになった。 

 Tuyen 氏からは、ヴェトナムにおける知的財産権の紛争処理システムの概要について
ご説明を頂き、その後、同国における知財制度の問題点等につき、Chien 氏よりご見解
を得た。 

 

 Chien氏は次のように述べて、我々の活動に期待を示された。 
 知財 DB のように判例を集めて翻訳・公開するシステムは、ヴェトナムでは統計も経
験も予算もないので、今までない。ほとんど地方で裁判されるので、それを集めるのが

困難という事情もあって、研究資料で使うためには事件を自分で調べるしかないのが実



 

情である。従って、DB で判例が公開され、その内容が明らかになることは、ヴェトナ
ムにとっても非常に良いことである。知財紛争についてヴェトナムは経験が少ない。紛

争の解決に裁判が利用されない理由の一つは、裁判官には正確な判断ができないと権利

者が心配している点にある。地方裁判所の裁判官も、知識や経験がないので判決出すの

が難しいと述べている。このような情況の是正のために、知財 DBに関する RCLIPの活
動には大いに期待している 

 DB プロジェクトには非常に共感しており、ぜひ一緒にやり対と思っている。しかし
簡単ではない。判例を集めることは集めること自体は可能だが、しかしそれを英語にど

う訳すのが大変である。予算の問題もある。判決の位置づけや評価も入れないといけな

いが、そのためにはやはり知財に関する知識も要る。DB にのる判例はどんな問題があ
るかということも、併せて提供しなければならない。私は全面的に協力します。 

 会合の詳細は、次の通り。 

 

□行政的解決の概要 

 ヴェトナムで保護されている知財の権利者はその侵害の事実を見つけた場合には、NOIP
に行って、その行為が実際侵害なのかを調べてもらう。侵害が確認された場合は、次の５

つのエンフォースメント機関に行政的措置を求めることができる。（a）市場管理機関、（b）
科学技術機関、（c）警察、（d）税関、（e）地方政府（人民会議）。著作権の場合も同様
である。 

 NOIP に行かずに直接上記エンフォースメント機関に行政的措置を求めることもできる
が、実際にはエンフォースメント機関は侵害判断ができないので、具体的なエンフォース

には NOIP の判断をまたなければならない。従って、まず NOIP に行くの方が、実効性が
ある。 

 NOIPの調査によって侵害が認められれば、エンフォースメント機関による行政的措置と
して、罰金または警告、期限付き営業禁止を受ける。場合によっては侵害品が没収され、

一部侵害の場合は、その一部を剥ぎ取ったりもする。罰金の最高額は 2億ドン（200万円）
だが、今まででは 1億ドンが最高額である。 
 一度侵害して行政的措置を受けたのに、再び侵害した場合には、刑事罰を受けることに

なる。この場合、上記エンフォースメント機関が警察（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できる。 

 一般に、権利者は速い解決求めるのでほとんどの場合に行政的解決を求める。刑事に持

っていってもお金かかるし、時間かかるからである。また、本来的には民事的手続に拠る

方が良いのであるが、時間と費用の点で、権利者はあまりこの手段を選ばない。なお、裁

判に時間がかかるのは、一般的な事情であるが、IP関係の事件は、専門家が少ないため、
特に時間かかるという事情がある。 

 

□行政的解決のデメリット 

 行政的解決にはデメリットもある。例えば、行政解決の場合は権利者に対し、なんの賠

償も認められない点で大きな問題がある。 

 また、NOIPや著作権局の侵害判断が間違った場合に、誰が責任を取るか問題が存在して
いる。NOIPの判断が間違ったと NOIPが裁判に訴えられたこともある。 
 

□司法的解決の概要 

 司法的解決には、（a）民事的解決と（b）刑事的解決がある。 
 民事的解決の場合、判決の執行は、執行委員会により行われる。執行委員会は、司法省

傘下の行政機関である。権利者から申請があれば、委員会は必ず判決を執行しなければな



 

らない。執行機関だから判決内容の是非を再度判断することはない。しかし「現段階では

実行できない」という意見は、権利者に対して出すことができる。 

 現状、裁判所に直接持っていくケースは少ない。判決のレベルが高くないことなどに拠

る（4 年戦って最高裁まで行ったのに、結局判決内容が良く分からないというケースもあ
る）。質が低いのは、IP専門の裁判官がないという理由もある。 
 なお、法律上、裁判官は、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できる。しかし、裁判官が実際に、この評議会を利用するこ

とはない。利用されていない理由は、（a）裁判官が IPを分かってない、（b）評議会の設
置及び評議を得るのに時間や費用がかかる、（c）どんな専門家を呼んでいいか分からない、
という点にある。 

 （Chien 氏の意見としては）これからは裁判所の組織も改革しなければならない。IP 専
門の特別裁判所の設置も検討されるべきであると思うが、この問題は学者たちの間で議論

されている程度で、政府ではまだ議論されていない。しかし、少なくとも、ホーチミンな

ど大きな都市にには、合議体に IPに詳しい裁判官を入れるべきだと個人的には考える。 
 

□弁護士の役割 

 ヴェトナム弁護士は行政・民事・刑事全部扱う。全国 3,000人くらい（タイは 24,000人）。
2010年までは 1万人まで増やしたいという政府の希望。3,000人の中に IP専門の弁護士は
ほとんどいない。IP権利者のための代理人（顧問←弁理士?）は 100人くらいいる（訴訟は
できない、IPトレーニングして NOIPなどで証明書をもらう、試験受けなければならない）。 
 

 

③JETROヴェトナム事務所 

 

日 時   ：2005年 11月 2日（木）14:00～15:00 
場 所   ：JETROハノイセンター 応接室 
相手側：Mr. Yuichi Bamba（馬場雄一氏）DIRECTOR, JETROハノイセンター 

 

 ジェトロハノイセンターを訪問し、馬場雄一氏から、在越日系企業を巡る法環境やヴ

ェトナム市民の知財意識などについて、お話しを伺った。 

 

□日系企業からみたヴェトナムの法環境の問題点 

 とにかく、（知財法に限らず一般論として）法の執行に問題がある。システムがあって

も、それが有効に動いていない。それが、予算の問題なのか、マンパワーの問題なのか、

それ以外の問題なのかは必ずしも明らかではないが。 

 商業的にはホーチミン市を中心とする南部の方が発展しているので、知財に関しても特

に南部において問題がある。日系企業にはメーカーが多く、ヴェトナムに現地法人を設立

し、製造した製品を直接日本に輸出してしまうため、現状においてはあまり知財の侵害と

いう問題は生じていない。しかし、ヴェトナムが日系企業にとって「市場」になる場合、

この問題は大きくなるであろう。また、現在のところヴェトナムの工場には十分な技術力

がないので日本企業からの請負生産を行っているという例はないようであるが、技術力が

上がった場合には、営業秘密の流出というような問題も生じ得る。営業秘密に関しては、

例えば或る国営企業と或る日系企業がジョイント・ベンチャー（JV）を設立した後、当該
日系企業のコンペティターが、同一の国営企業と新たな JVを設立するというようなことが



 

ある。厳密に言うと、この場合の営業秘密の管理には、問題があろう。 

 現状においては、バイクの模倣品問題がひどく（便器や調味料なども）、Top Brandが狙
われやすい情況である。 

 なお、国営企業が中国などから流出した金型で模倣品を作っているという様なこともあ

る（しかも、その模倣品は国家予算で製造しているものであるため、差し押さえができな

い）。 

 

□ヴェトナム市民の知財意識 

 基本的には、知財システムは先進国が設けた「非関税障壁」という意識である。 

 しかし、市場の成熟と共に、自らが被侵害者となるケースもでてきており、徐々に意識

が高まっているように思われる。 

 

 

④NOIP（ヴェトナム知的財産局） 

 

日 時   ：2005年 11月 3日（木）10:00～12:00 
場 所   ：国家知的財産局（National Office of Intellectual Property of Vietnam）2Ｆ会議室 
相手側：Mr. MAY VAN SON Deputy Director, International Cooperation Division, NOIP 

Mr. LE HUY ANH Patent Examiner, NOIP 
Ms. TAO THI THU NGA Official, Enforcement & Appeal Division, NOIP 
Mr. MIBU Yoshiaki（壬生吉秋氏） Chief Advisor, NOIP（特許庁より出向）  

 

 NOIP側、早稲田側の挨拶、メンバー紹介、訪問目的の説明に引き続き、質疑応答を行っ
た。詳細は下記の通り。 

 

□ヴェトナム知的財産法の概略 

ヴェトナムでは、1995年に知的財産に関する規定が「民法」に盛り込まれた。知的財産
に関する法令等については、スイスとの共同プロジェクトで作成した「Legal Documents of 
Vietnam on Intellectual Property」に、その大部分が所収されている。最近発効した法令等と
しては、2003 年 11 月の意匠に関する通達（No.29/2003TT-BKHCN）、特許に関する通達
（No.30/2003TT-BKHCN）が、出願人の負担を軽減し、制度を国際標準に近づけるために
発効している（これらについては、完全ではないが英文訳もあるため、後ほどメールで送

っていただけることになった）。 

知的財産に関する基幹規程は民法にあるが、現在、これらの民法からの独立を内容とし

た知的財産法の草案が、ヴェトナム人民会議において審議されている。早ければ 2005年の
11月 19日に国会を通過する可能性があり、本日も NOIP上層部が国会に出向いている。 
 

□知財の管理とエンフォースメント 

（１）管理システム： 

国家機関としては、（a）科学技術省（Ministry of Science and Technology : MoST）傘下の
国家知的財産局（National Office of Intellectual Property: NOIP）と、（b）文化情報省（Ministry 
of Culture and Information: MoCI）傘下の国家著作権保護局（National Office for Copyright 
Protection: NOCP又は Copyright Office of Vietnam: COV）がある。 

2003年に工業所有権局が知的財産権局と改称したが、役割や機能は変わっていない（英



 

語の略称 NOIPも変わらず）。64県からなる地方には、知的財産に関する各々の県の下部
組織としての管理組織である科学技術省、文化情報省がある。これらは国家機関とは独立

したものであるが、NOIPや COVはこうしたヴェトナム各地の管理局とも関係を保ちなが
ら活動しており、ホーチミン、ダナンには特に拠点を置いている。 

（２）エンフォースメント機関： 

（a）市場管理局：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。 

（b）公安（警察） 
（c）関税局（税関）：国境における侵害品の取締り 
（d）科学技術省の特別調査員、文化情報省の特別調査員（以上の（a）から（d）は行政手

続） 

（e）人民裁判所：民事・刑事に関する司法手続 
 

□国際関係 

WTO 加盟のための取り組みを進めており、各国とさまざまな方面での協力を進めてい
く方針を有している。WIPOや EUとの協力があり、また、ASEANの構成員としての役割
があり、また、APECにも加盟している。 
日本との協力もあり、とりわけ日本の特許庁から壬生氏、鈴木氏などが派遣されている

JICAのプロジェクトは、現在フェーズⅡに突入しているが、その成果は高く評価している。
さまざまな協力を得て、NOIP全体の知財管理システムの状況は向上してきた。スイスとの
間でも、2001年から協力を得ており、知財関連の法令をまとめた本をその援助で作成した。
その他、フランス、アメリカ、オーストラリア、タイ等との個別的な共同プロジェクトが

ある。 

なお、ヴェトナムは、PCT（1993年加盟）、パリ条約ストックホルム改正（1949年加盟）、
マドリット協定（1949年加盟）、WIPO設立条約（1976年加盟）、ベルヌ条約（2004年加
盟）に加盟している。 

 

□NOIPにおける出願等の状況 
出願件数が増加してきており、未処理の案件も多い。とりわけ、商標の出願の増加が著

しい。昨年度の統計では、NOIP に出願された商標は、12,000 件程度ある（2003 年度の統
計で 12,218件。なお、現在、マドリッドプロトコル加入への取組みを進めている）。 
意匠出願は年間 1,000件程度（但し、2003年度は 680件と少ない）、特許出願は年間 1,100

件から 1,300件程度。これらは一般的には増加する傾向にあるが、大部分は PCT経由でヴ
ェトナム非居住者から出願されたものである。 

「トレードシークレット、地理的表示、商号に関する産業財産権の保護および産業財産

権に係る不公正競争に対する権利の保護に関する政令」（Decree No.54/2000/ND-CP on 
October 3,2000）による地理的表示の登録は 4件しかない（コニャック等）。地理的表示を
登録できるのは、個人の集団や組織（地域）のみであり、個人や法人は登録できない。 

 

□エンフォースメント 

（１）エンフォースメントについて 

Ms. Tao Thi Thu Nga氏は、NOIPの Enforcement & Appeal Divisionにおいて、知的財産紛
争に関する判断を行う業務を担当しているため、関連する事実について説明を受けた。 

ヴェトナムでは、民事・刑事に関する司法措置、行政措置や国境措置が存在するが、司

法措置よりも、行政措置が圧倒的に多く実施されている。司法的措置は、年２、３件にす

ぎない。なお、司法的措置は、民事事件については、地方人民裁判所、刑事事件について



 

は、地区人民裁判所において審理される（それぞれ第一審として）。行政措置は、Counterfeit 
goods や Fake goods に対して実施されている。ヴェトナム人も外国人も行政措置の方を取
りたがっている。 

 ヴェトナムは WTO 加盟のために、知的財産権のエンフォースメントについて関心を払
っている。エンフォースメントに関わる人材の教育・啓蒙活動を実施したり、研修やセミ

ナーも開いて、外国の経験を学ぼうとしている。 

（２）NOIPによるエンフォースメント活動 
 NOIPは、エンフォースメントに関する手続きや罰則等の文書を作成する他、税関や裁判
所とも協力している。また、行政措置に関するエンフォースメントのための侵害判断に関

するコンサルティングも実施し、知的財産関係の調査・審査も行うなど、紛争解決にも直

接かかわっている（日本における「判定」の制度に類似したもの）。NOIPによる侵害判断
は、2003年 326件（特許・実用新案 23件、意匠 43件、商標 260件）であり、個人の権利
者の申立によるものと、行政措置の実施機関から依頼されたものとがある。NOIPは、申立
や依頼があった場合にのみ依頼があった場合のみ侵害判断の調査を実施するため、紛争に

対して直接関わるわけではない。また、侵害を判断した事案に対して、懲罰等を執行する

わけでもない。また、侵害の有無を審査するのみで、誰が侵害したかについては判断をせ

ず、それば別の実施機関が判断する。NOIPは判決を下すわけではなく、その侵害判断に関
する意見はあくまで参考資料として使われる。なお、このようなコンサルティングを実施

する取りまとめ組織として 127チーム（127委員会）もある。 
NOIP の侵害判断や・調査内容・意見に関する資料は、原則として申請者や依頼した機

関に対してのみ公開している。申請者や依頼した機関が、それらの資料を公開することは

できる。 

 NOIPでは、登録と侵害判断を行う担当官は別であり、別部門に属している。また、日本
のような審査官から審判官というようなキャリアシステムがあるわけではない。なお、審

判官は別途存在する。 

NOIP の侵害判断については、法律においてその公開の可否が定められていない。申立
人において、NOIPが間違った侵害判断をしたと考える場合、まず NOIPにクレームをする
場合もあるが、科学技術大臣に対してクレームをする場合や、直接裁判所にクレームされ

る場合もある。 

ヴェトナムでは、日本と異なり、法律において公開義務について定められているのは、

公開公報と登録公報についてのみであり、その他については公開の義務の定めがないため、

公開をしていない。 

 なお、これら NOIP の実施する手続きに関する CIRCULUR として、CIRCULAR 
No.825/2000TT-BKHCNMTがある。 
 

 

⑤SPC（ヴェトナム最高裁判所） 

 

日 時   ：2005年 11月 3日（木）14:00～15:00 
場 所   ：ヴェトナム最高裁判所（The Supreme People’s Court）４Ｆ 会議室 
相手側：Mr. NGO CUONG Deputy Director of the Institute for Judicial Science National 

Project, Coordinator of the Legal Reform Project 
Mr. TRAN NGOC THANH COI 

オブザーバ：Mr. Takafumi KOKUBU（國分隆文氏）Legal Expert of JICA, 日本国裁判官 



 

 まず早稲田側から、今回の訪越の目的（①ヴェトナム裁判所における知財紛争処理の

動向調査、及び、②知財データベースへの判例登載に関する人民最高裁への協力要請）

を説明し、これらの点について、改めて口頭で協力を要請する。 

  これに対するヴェトナム最高裁判事 Ngo Cuong氏の発言の要旨は次の通り。 
 知的財産権に関する判例は少ない。また、判例の収集システムができていない。従っ

て、現状において早稲田側の提案の通りに実施することは難しい。國分氏が JICAのプロ
ジェクトで携わっている判決文の標準化プロジェクトを進めている段階。また、ヴェト

ナム全国には、64箇所の地方裁判所があり、各県の裁判所でも知的財産権の事案は扱わ
れているが、それらの記録は全部手書きであり、また、全国的な統計は未だない状況で

ある。 

 しかし、判例の提供ができないわけではなく、何らかの形で協力したい。全国的な判

例の集積システムがないため、現段階で、年間何件提供して欲しいという要求があった

としても、組織的かつ公式のものとして、その件数の判例を提供することは困難と思わ

れるが、非公式なものとして、個々の判例を収集し選択して提供することは可能である。 

 したがって、現在では、非公式的に提供できる分だけ協力することとしたい。また、

今後、正確な収集統計制度が完成したときには、組織的かつ公式的な協力できるかもし

れない。 

 これに対して早稲田側は次の通り応答。 

 DB プロジェクトは持続的に実施するものであり、今回は SPC の方とつながりができ
ただけでも成果だと思っており、今後、センター長である高林教授の訪問も進めたいと

考えていること、また、判例については、1 件でも 2 件でも Cuong 氏に選択していただ
き、登載を開始することに意味がある。このプロジェクトは日本政府でも評価されて予

算が継続される見込みであり、WIPOのプロジェクトとも協力する予定で、今後 SPCと
の協力関係は持続していきたい。 

 これに対して、CUONG 氏は、判例について、収集可能なものを収集して送ること、
また、把握している件数が正確でなくても理解していただきたいという回答をいただい

た。予算的な問題ではなく、現状では、お金があっても解決できないというヴェトナム

の事情を理解して欲しいが、すぐにこのプロジェクトを展開できるように努力する旨の

コメントをいただいた。 

 特許庁研究事業のアンケート調査依頼に対しては、12月 1日までに回答をいただける
了解をいただいた。不明な点は、追ってメールで問い合わせて欲しいとのこと。 

以上 
 

 

 

 

ヴェトナム人民最高裁判所の 
正面玄関前で 
Cuong最高裁判事（中央）を囲んで


