
特許庁委託事業

2012年3月

日
本
貿
易
振
興
機
構

2
0
1
2
年
3
月

模
倣
対
策
マ
ニ
ュ
ア
ル　

ベ
ト
ナ
ム
編

模倣対策マニュアル
ベトナム編



30 

 

それと同時に GUCCI は 11,700,000 ドン（当該品の価額の 20%相当) の供託金を預託

した。 

- その後、税関は 2010 年 5 月 17 日付決定第 1790/TB-SB 号を発行して当該品の通関を

停止し、その原産地を特定する目的で GUCCI に写真撮影およびサンプル取得の許可

を与えた。 

- 2010 年 6 月 10 日、GUCCI は通関停止の対象品が模倣品であることを確認し、行政措

置により自己の知的財産権を保護するよう税関に申し立てた。 

- 2010 年 8 月 31 日、ホーチミン市人民委員会は決定第 3348/QD-XPHC 号を発行し、当

該品の輸入者である Sai Gon Glasses Co.Ltd.に 202,099,928 ドン（当該品の価額の 4 倍

相当）の罰金を科し、模倣品の廃棄を命じた。 

 

4. 民事措置 
 

民事訴訟法１７条により、裁判所は２つのレベルの裁定システム（二審制）をとっている。

訴訟が、知的財産権訴訟であって渉外の要素を含むものであれば、当該訴訟は、第１審が省

レベルの裁判所で解決がなされる。控訴の管轄は、最高人民裁判所となる。この二審制とは

別に、ベトナム法は執行力のある決定/判決の見直しの特別の手続きを次のように定めている。 

 

 事案の処理の過程で重大な法律違反があったことを発見した場合に、破棄のための見

直し（監督審） 

 裁判所の判決/決定の内容を基本的に変更するような新たな証拠の発見があって、か

つ、裁判所が当該判決/決定をした時には、当事者にも裁判所にとっても知りえなか

ったものである場合の新たな審査（再審） 

 

フォーラム・ショッピング（裁判所の選択） 
 

ベトナムでは、原告は次のような場合にのみ法廷地を選択する権利を有する（民事訴訟法

３６条）。 

 

 被告の住所が明らかでない場合には、原告は被告の最後の住所地あるいは財産の所在

地を管轄する裁判所に提起できる。 

 紛争が組織（団体）の支店の事業運営から生じている場合は、当該組織の本店の住所

地あるいは支店の住所地を管轄する裁判所に提起できる。 

 被告が住居、事業所、あるいは本店を有しない場合は、原告は自らの住居地あるいは

事業所地を管轄する裁判所に提起できる。 

 紛争が契約上のものではない損害に関する補償金の支払に関するものである場合は、

原告は、自らの住居地、事業所の住所地あるいは本店の住所地を管轄する裁判所か損

害発生の事案のある住所地を管轄する裁判所に提起できる。 

 紛争が損害賠償の支払に関するもの、労働契約の終了に際しての手当ての支払、社会

保険、雇用にかかわる権利および利益、給与、所得および被用者に関するその他の労

働条件に関するものである場合は、被用者たる原告は、自らの住居地あるいは職場の

住所地を管轄する裁判所に提起できる。 

 紛争が下請業者あるは仲介業者たる雇用者による雇用によって生じた場合は、実際の

雇用者の住居地、事業所、あるいは本店の住所地を管轄する裁判所に、または下請業

者あるいは仲介業者の居住地または事業所を管轄する裁判所に提起することができる。 

 紛争が契約関係から生じたものである場合は、原告は契約の履行の住所地を管轄する

裁判所に提起できる。 

 被告には異なる住所地に住居、事業所あるいは本店がある場合は、被告の住居、事業

所あるいは本店のうちの一つが所在する住所地を管轄する裁判所に提起できる。 
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 紛争が、異なる場所にある不動産に関するものである場合には、原告はその不動産の

うちの一つが所在する住所地を管轄する裁判所に提起できる。 

 

民事訴訟法３５条により、関係当事者は互いに原告の住所地を管轄する裁判所に提起する

ことを合意する権利を有する。 

 

審級および管轄裁判所に関して裁判所により決定されるときには、知的財産権に関する紛

争には例外がないといえる。要するに、ベトナムにおける知的財産紛争を主体とする民事訴

訟は、民事訴訟法に定められた２審および管轄裁判所の原則に、厳格に適合する必要がある。 

 

 

4.1 適用の範囲と特徴 
 

対象となる侵害 救済措置 所要期間 長所 短所 

全ての侵害 + 知的財産権侵害行

為の強制的終了 

+ 公衆の面前での訂

正および謝罪の強制 

+ 民事上の義務の履

行の強制 

+ 損害の補償の強制 

+ 破棄または非営利

目的での流通あるい

は使用の強制 

2 年。事件の

複雑さによっ

てはさらに長

い（フローチ

ャートを参

照） 

 

- 最も厳しい

エンフォース

メント措置の

1 つ 

- 他の潜在的

侵害者への見

せしめとなる 

- 時間がか

かる 

- 小規模な

場合に限定

される 

 

 

a. 裁判手続き概要 
 

第 1審裁判所 
訴訟を提起するには、原告はその正当な権利および利益が侵害されたことを知った日から

2 年以内に、訴状と必要書類を管轄裁判所に提出しなければならない。 

 

訴状の提出時ないし事件の解決中に仮処分の適用を請求することができ、裁判所は仮処分

の請求を受けてから 3 営業日以内にこれを受理するか却下するかを決定し、請求者に通知し

なければならない。裁判所は、事件の受理前でも仮処分について決定を出すことができる。

仮処分を認める決定が出された場合、請求者は仮処分執行のための供託金を支払わなければ

ならない。 

 

裁判所は、当該事件がその管轄下となる場合に、訴状が届いた日から5営業日以内に事件

受理手続きの実施を決定しなければならない。これが行われることが決定した場合、裁判所

は速やかに申立人に対して訴訟費用供託金の支払手続きを行うよう速やかに通知する。申立

人は、裁判所より通知を受領後、15日以内に訴訟費用を支払う。裁判所は、申立人より訴訟

費用供託金の支払いを証する受領証の提示を受けた時点で、正式に事件を受理する。 

 

事件受理後、裁判所の主席裁判官は事件を解決する裁判官を3営業日以内に指名しなけれ

ばならない。指名を受けた裁判官は、記録を閲覧した上で、事件が受理されたことを関係当

事者に通知し、必要があれば書類および証拠を裁判所に提出するよう請求する義務を負う。

関係当事者は、裁判所からの通知の受領日から15日以内に、裁判所より請求を受けた意見書

／証拠を提出する権利および義務を有する。期限の延長は可能であるが、法の規定により延
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長期間は15日を越えてはならない。裁判所は、原告または被告の請求により関係する証拠を

集め、あるいは関係当局にこれらを集めるよう請求することができる。 

 

知的財産関連事件の弁論の準備期限は、状況により2か月から4か月である。裁判所は、弁

論の準備期限を延長する決定を行うことができるが、いかなる場合においても6か月を越え

てはならない。 

 

第１審の弁論の準備期間中、裁判所は、法律で規定されている特殊な事例を除いて、当事

者が事件について和解することに合意できるよう調停する（裁判上の和解）。民事事件で処

理しなければならない事項に関して当事者が和解に達したときは、裁判所はこれを記録して

当事者の和解を承認する決定を出す。控訴ができない場合か、または控訴手続きに従って控

訴されない場合は、決定は出されてすぐに効力を生じ、事案は民事訴訟法第 192 条に従って

手続きは中止となる。当事者間の交渉が失敗した場合、裁判所は事件を審理に持ち込む決定

を出す。  

 

第１審の弁論は、事件を審理する決定が出されてから 1 か月以内に行わなければならない。

審問および討議後、司法合議体の構成員は協議の上、多数決により特定の救済に関する決定

／判決を行う。 

 

第１審の弁論で、関係当事者は、民事訴訟を開始した訴状の内容の範囲内であれば、請求

内容の変更を請求し、あるいは請求内容を追加する権利を有する。また、訴訟の関係当事者

が裁判所の審理中に事件を友好的に解決することについて合意できる場合、合議体は両者の

和解の合意を承認して、その決定を出す。これは裁判上の和解で、判決と同様の執行力を有

する。 

 

判決は審問の直後に言い渡されることが尐なくない。裁判所は、判決を言い渡した日から

10日以内に、判決書を関係者に交付しまたは送達する。 



33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

裁判第 1 審手続き 

訴状の提出 

通知に対する 

応答 

補正に関する 

通知 

通知に対して 

非応答 

訴状の審査 

裁判所手数料の請求 

裁判所手数料の支払い 

訴訟の受理 

関係当事者への 

通知 
当事者による意見および 

書類の提出 
審理前の和解 

一時的な 

審理中止 

 

審理の決定 

中止 

和解成立 

一時的な 

審理中止 

 

陳述の開始 

中止 

和解成立 

判決 

仮処分の申立て 

却下 仮処分命令 

訴えの却下 

5 日 

30 – 45 日 

15 日 

2 ヶ月 

1 – 2 ヶ月 

3 日 
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控訴裁判所: 
 

第一審裁判所の判決または決定への控訴の申立は、判決の言い渡しから15日以内に行わな

ければならない。第一審裁判所は原告が裁判所手数料を納付した日から15日以内に上位の控

訴裁判所に訴訟の記録を提出する義務がある。控訴裁判所は、控訴または異議申立てに従い、

第一審裁判所の判決またはその一部を3～4ヶ月以内に再審理する。控訴裁判所の判決または

決定が終局判決となる。 

 

裁判控訴手続き 

第 1 審裁判所への 

控訴状の提出 

通知に対する 

応答 

訴えの却下 訴状の審査 補正に関する 

通知 
通知に対して 

非応答 

裁判所手数料の請求 

 

裁判所手数料の支払い 

関係当事者への通知 

控訴裁判所への訴訟事件の移

送および控訴裁判所による訴

訟事件の受理 

一時的な 

審理中止 
審理の決定 

中止 

 

陳述の開始 

中止 

和解成立 

 

判決 

10 日 

2 – 3 ヶ月 

1 – 2 ヶ月 
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監督審制度 

効力を生じた裁判所の決定／判決は、判決に誤りないし法律違反があった場合、または訴

訟当事者が知らなかった事件の重要な新事実が発見された場合には、監督審および再審手続

きの下で、最高人民裁判所長官または最高人民検察院長官がこれに異議申し立てをすること

ができる。 

 

監督審の性格は、適法性を見出す手続きといえる。要するに、監督審は、当該事案の解決

に際して重大な法律違反が発見されたために異議申立がなされた裁判所の適法な執行力ある

判決あるいは決定を審査するものである。監督審の場合は、原告も被告も控訴裁判所の判決

あるいは決定に対して訴えを提起することができない。上述の機関のみが既に効力を有する

判決あるいは決定に対して異議を申立てる資格がある。 

 

再審は、裁判所の判決/決定の内容を基本的に変更するような新たな証拠の発見があって、

かつ、裁判所が当該判決/決定をした時には当事者にも裁判所にとっても知りえなかったもの

である場合に、異議の申立がなされた適法に執行可能な判決あるいは決定の見直しである。 

 

関係当事者あるいはその他の個人、団体、組織は事案の新たな証拠を見出だす権利があり、

そして、それを異議申立の権限を有する者に書面で告知する権利がある。 

 

民事訴訟法 292 条および 310 条により、監督審および再審の審理には次の参加者が含まれ

る。 

 

 （裁判所と）同一管轄の人民検察院 

 裁判手続きに参加していた者および異議申立に関連するその他の者（裁判所が必要だ

と判断した場合） 

 

民事訴訟法 291 条および 310 条によると、監督審および再審の管轄は以下の裁判所となる。 

 

 地区裁判所の適法に執行できる判決あるいは決定を含む異議申立に対する監督審ある

いは再審について、省（レベルの）裁判所の裁判所委員会が審理を行う。 

 人民最高裁判所の民事裁判所、経済裁判所あるいは労働裁判所は、省裁判所の適法に

執行できる判決あるいは決定を含む異議申立に対する監督審あるいは再審について

審理を行う。 

 人民最高裁判所の裁判官会議は、控訴裁判所、人民最高裁判所の民事裁判所、経済裁

判所あるいは労働裁判所の適法に執行できる判決あるいは決定を含む異議申立に対

する監督審あるいは再審について審理を行う。 

 同一の事案を含む適法に執行できる判決あるいは決定が異なる審級の裁判所の管轄に

ある場合に、上位の審級の管轄裁判所が事案全体について監督審あるいは再審の審

理を行う。 

 

再審に対する裁判官会議は以下の権限を有する： 

 

 異議申立を棄却し、適法に執行できる判決あるいは決定を維持すること。 

 新たな第１審を行うために、適法に執行できる判決あるいは決定を破棄すること。 

 適法に執行できる判決あるいは決定を破棄し、手続きを差止めること。 

 

 



36 

 

監督審請求手続き 
 

 

 

 

*監督審手続きは以下の理由のうち、いずれかが判明した場合に行われる特別な手続きであ

る。 

     -判決あるいは決定における結論が当該訴訟事件の客観的要素に沿ったものでない。 

     -訴訟手続きに重大な違反があったこと。 

     -法律の適用に重大な誤りがあったこと。 

 

*監督審手続きにおける異議申立は判決あるいは決定が法的効力を有することになった日か

ら３年以内になされる必要がある。 

 

*次の国家機関のみが異議申立をする権限を有する。 

 

     -最高人民裁判所長官および最高人民検察院長官は、最高人民裁判所の司法評議会の監督

審における決定を除き、すべての法廷の法的に執行力のある判決または決定に対して異議申

立を行う権限を有する。 

     -省級人民裁判所所長および省級人民検察院院長は、地域（県）レベルの法的に執行力あ

る裁判所の判決あるいは決定に対する異議申立を行う権限がある。 

 

再審の手続き 

 

 

 

**再審の手続きは以下の理由のうち、いずれかが判明した場合に行われる特別な手続きであ

る。 

     -紛争当事者が知らなかった訴訟事件の具体的な詳細が判明したとき。 

     -証人の証言、審査の結論、あるいは通訳の訳した言葉が真実ではないこと、または証拠

が偽造されたものであることが確認されたとき。 

     -裁判官、人民委員会により選任された裁判員、あるいは検察官が証拠書類に関して意図

的に誤りを犯すか、意図的に誤った結論をだしたとき。 

     -裁判所が訴訟事件を処理するために基づいた関係当局の刑事、民事に関する決定が取消

されたとき。 

 

**再審手続きのもとにおける異議申立のできる時間的制限は新たな詳細なことが判明した日

から１年である。 

 

**次の国家機関のみが異議申立をする権限を有する。 

 

     -最高人民裁判所長官および最高人民検察院長官は、最高人民裁判所の司法評議会の決定

を除き、すべてのレベルの法廷の法的に執行力のある判決または決定に対して異議申立を行

う権限を有する。 

     -省級人民裁判所所長または省級人民検察院院長は、地域（県）レベルの法的に執行力あ

る裁判所の判決あるいは決定に対する異議申立を行う権限がある。 

異議申立 監督審の開始 判決／決定 

4 ヶ月 

異議申立 再審の開始 判決／決定 

4 ヶ月 
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裁判所手数料 

2009 年 2 月 27 日付の裁判所手数料に関する規則第 10/2009/PL-UBTVQH12 号は民事訴訟の

裁判所手数料を 2 つに分類している。対象物の価額が確定している場合と対象物の価額が不

確定の場合の 2 つである。訴訟物の価額が確定していない場合の裁判所手数料は 200,000 ド

ンである。確定している場合の裁判所手数料は以下の通りである。 

 

民事訴訟第一審手続： 

 

訴訟物の価額 裁判所手数料 

4,000,000 ドン以下 200,000 ドン  

4,000,000 ドン超 400,000,000 ドン

以下 

訴訟物の価額の 5% 

400,000,000ドン 超 800,000,000 ド

ン以下 

20,000,000 ドン + 訴訟物の価額の 400,000,000 ドンを

超えた部分の 4% 

800,000,000 ドン超 2,000,000,000

ドン以下 

36,000,000 ドン +訴訟物の価額の 800,000,000 ドンを超

えた部分の 3% 

2,000,000,000 ドン超 4,000,000,000

ドン以下 

72,000,000 ドン +訴訟物の価額の 2,000,000,000 ドンを

超えた部分の 2% 

4,000,000,000 ドン超 112,000,000ドン +訴訟物の価額の 4,000,000,000ドン

を超えた部分の 0.1% 

 

商事紛争の第一審手続： 

訴訟物の価額 裁判所手数料 

40,000,000 ドン以下 2,000,000 ドン 

40,000,000 ドン超 400,000,000 ドン 

以下 

訴訟物の価額の 5%  

400,000,000ドン超 800,000,000 ドン

以下 

20,000,000 ドン + 訴訟物の価額の 400,000,000 ドンを

超えた部分の 4%  

800,000,000ドン超 2,000,000,000 ド

ン以下 

36,000,000 ドン + 訴訟物の価額の 800,000,000 ドンを

超えた部分の 3% 

2,000,000,000 ドン超 4,000,000,000 

以下 

72,000,000 ドン + 訴訟物の価額の 2,000,000,000 ドン

を超えた部分の 2% 

4,000,000,000 ドン超  112,000,000ドン + 訴訟物の価額の 4,000,000,000 ドン

を超えた部分の 0.1% 
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（注） 

Ｉ.上記の裁判所費用は、原告が訴えの提起をするときに預託しなければならず、この費用

は敗訴側に負担させることになる。 

ＩＩ. 民事訴訟と商業紛争訴訟とでは裁判所費用に差がある。商業紛争訴訟は、取引活動

から生じる紛争である。民事訴訟法の規定の実施を指示する決定 01/2005/ＮＤ-ＨＤＴＰによ

れば、取引活動、すなわち取引の行為あるいは取引上のいくつかの行為は、事業ライセンス

の規定された活動のみならず取引活動の効果を促進し高めるその他の活動も該当する。 

 

b. 民事訴訟提起に必要な書類 
 

知的財産権侵害行為を受けている知的財産保有者、組織、個人は、侵害者に対し訴訟を提

起する権利を有する。訴訟を提起するには、原告は管轄裁判所に訴状を提出しなければなら

ない。事件が「外国要素」を伴う場合、訴状は省レベルの人民裁判所に提出する必要がある。

訴状には、以下を記載しなければならない。  

 

 申立日 

 受訴裁判所名 

 申立人の氏名および住所 

 保護されている権利および利益がある場合は、これらを有する者の氏名および住所 

 被告の氏名および住所 

 関連する権利義務がある場合はこれらを有する者の氏名および住所 

 被告および関連する権利義務を有する者に関して裁判所に解決を申し立てる具体的事

項 

 証人がいる場合はその氏名および住所 

 

申立人が個人である場合は訴状の末尾に署名または指印し、団体若しくは組織が提訴する

場合は、当該団体または組織の法律上の代表者が署名の上、団体の印を押捺する。同封する

書類または証拠は、訴訟に十分な根拠があり、正当なものであることを立証しなければなら

ない。 

 

ベトナム民事訴訟法では、訴訟の裏付けに必要な書類および証拠の範囲を特に規定してい

ないが、第 164 条の趣旨からすると、知的財産関係の訴訟を裁判所で開始するために必要不

可欠な書類／証拠は下記の通りとなる。 

  

 原告の権利を証明する文書（例えば、登録証や特許状のような保護権利証） 

 損害賠償請求を行う場合は、かかる請求の正当性を示す証拠 

 権利侵害の証拠、および可能であれば権利侵害を証明する専門家の意見書 

 

訴状は、期限内に管轄裁判所に提出しなければならない。知的財産権関連事件のかかる出

訴期限は、個人または組織がその正当な権利および利益が侵害されたことを知った日から 2

年までとされている。 

 

c. 証拠と立証 
 

関係当事者による証拠と立証は、民事事件において極めて重要な事項である。ベトナム民

事訴訟法では、民事訴訟における基本原則が確認されており、当事者にはその請求の裏付け

となる証拠資料／証拠を提出し、反訴し、提出した／提出しなかった証拠資料／証拠の責任

を負う、平等の権利および義務を与えられている。 

 



39 

 

審理において主張は口頭で合議体に提示する。司法合議体は審理において物証、写真、物

証の確認記録を検討する。必要に応じて司法合議体は審理時に録音テープ・ディスクや録画

テープ・ディスクの視聴を行う。 

 

上記の原則に照らし、原告は訴状に記載した請求が合理的かつ正当であることを示す証拠

を提出することを求められる。従って、立証責任は実質的に原告が負っている。しかし原告

は、明らかに周知であって裁判所が認めた事実および事由、または被告が認めあるいは異議

を唱えない事実および事由については、立証を要しない。 

 

民事訴訟においては、原則として原告が管轄裁判所の面前で申立てを立証する責任を負わ

ねばならない。実際、この責任のために原告側が大量の作業を行わなければならない場合が

多く、時に達成が不可能と思われるほどである。 

 

知的財産権紛争に関する民事訴訟の場合、どのように証拠を収集するかという問題は、常

に知的財産権者の責任となる。証拠の出所にアクセスしたり、侵害者の障害を乗り越えて証

拠品を探し出したりすることは、知的財産権者にとって非常に厄介である。 

 

知的財産法では、民事訴訟で知的財産権者がこなさねばならない大量の作業が免除される

道が開かれている。方法特許に関しては、次の特許保有者は次の場合において他人が特許の

侵害行為を行ったと推定することが可能になった。 

 

 方法特許を用いて出来た製品が先駆製品である場合、または 

 先駆製品でなくとも、侵害製品が方法特許の応用により生じたものであるはずだと主

張する場合。但し、この場合において特許保有者は、あらゆる方法を尽くしても侵

害者とされる者が用いた方法を特定できなかったことを実証してその主張の正当性

を示さなければならない。 

 

明らかに、知的財産法は特許保有者にかかる負荷を大幅に減らしたものとなっている。立

証責任が特許保有者から侵害者とされた者に転換したということは、特許保有者には侵害者

とされた者が防御のために裁判所に提出しなければならない証拠品の全てを調査、検討する

機会が与えられるということでもある。 

 

民事訴訟法では、裁判所が認める証拠の種類および出所を具体的に定めている。これによ

ると、証拠として認められるのは次のようなものである。 

 

 可読、可聴、可視書証 

 物証 

 証人の証言  

 訴訟人の証言 

 調査結果 

 現場検証の調査記録 

 確認済みの地方の慣行 

 第一人者や専門家による資産価額の評価結果 

 その他法律の定める証拠  

 

民事訴訟法では、原告が裁判所による事件解決に必要と認める情報／資料を提出すること

を認めているが、実際のところ風聞や被告の性格、習慣は証拠として認められていない。し

かし、これらの情報／資料は裁判所が事件を解決するための参考に使用することができる。 
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外国語の証拠文書はベトナム語に翻訳しなければならない。証拠は裁判所に提出する前に

公証人の認証を受けなければならない（ベトナム国外から取得した場合には、認証を受けな

ければならない）。  

 

証拠は直接裁判所に提出するか、郵送することができる。裁判所は収受した証拠を記録す

る義務を負っている。 

 

ベトナムの法律では、知的財産関連の紛争の証拠や証拠資料の具体的な基準は定めていな

いが、民事訴訟を進めるにおいて、原告は以下の要素に沿った証拠を収集するとよいと考え

られる。 

 

1. 知的財産権侵害を示す証拠。被告が原告の許可や承諾なしに知的財産権を使用して

製造、頒布または販売した製品のサンプルを証拠として用いることができる。通常、

侵害に関する専門家の鑑定書があれば、原告の主張の重みが増す。 

 

 侵害の立証責任は、当初は原告にある。しかし、特許された方法の侵害の場合、そ

の特許の方法によって製造された製品に新規性があり、あるいは新規性がなくても被

告の製品が特許方法によって製造されたものであると特許保有者が信じ、合理的な手

段を講じても被告が使用した方法を特定できなかった場合、立証責任は被告に転換す

る。 

 

2. 原告の損害を立証する証拠。原告が収集できる証拠の程度と請求の性質によっては、

原告の損失や逸失利益の立証（権利侵害による売上や売上高の減尐、または実現で

きなかった取引を示す年次報告書など）、あるいは被告の不法利益の立証（被告が

発行した請求書または被告の年次報告書など）、あるいは被告が正規の実施許諾を

受けていた場合に原告に支払ったはずの通常のロイヤリティ料率または合理的なロ

イヤリティ料金の証明（同様のケースで支払われる平均的なロイヤリティ料率を示

した文書など）に重点を置いた証拠を用いることができる。 

 

 どの程度の証拠を要するかは、主張する内容と請求の状況に依存する。損害賠償

請求を行うに当たって、原告とって充分留意すべき次の 3 つの基本的要素がある。

(i)当該知的財産権の侵害行為、(ii)権利侵害行為の結果として生じた損害、(iii)権利侵

害行為および損害の関係。 

 

証拠集めにおいては相手方当事者の支配が及ぶため、原告、被告のいずれも裁判所

に対して相手方に当該証拠を提出させるよう請求する権利を有する。 

 

事例： 

不正競争の典型的な事例を以下に示す。 

第一審 

裁判所：ホーチミン市人民高等裁判所   

事件番号：第 275/2006/DS-ST 号 

 

（訴訟の目的：「Postinor」パッケージの不正使用に対する損害賠償請求） 

   

原告：Gedeon Richter Ltd. （以下「Richter」） 
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代表者住所：28 Le Van Mien Street, Thao Dien ward, district No. 2,  

Ho Chi Minh City. 

 

被告：  

i) Trung Nam Pharmaceuticals Co., Ltd. （以下「Trung Nam Co.」） 

住所：402 Xo Viet Nghe Tinh Road, Ward No. 28, Tan Binh district,  

Ho Chi Minh City  

   

ii) Binh Duong Pharmaceuticals Joint-Stock Co. （以下「Binh Duong Co.」） 

住所：228 Binh Duong Boulevard, Section 2, Phu Hoa ward,  

Thu Dau Mot town, Dinh Duong province 

 

事件の概要： 
 

Richter は 1998 年から商標「POSTINOR」（国際登録番号第 R441291 号）を所有していた。

2003 年、Richter はその「POSTINOR」 医薬品をベトナムに輸出した。それ以降、POSTINOR

製品およびそのパッケージ・デザインはよく知られるようになり、ベトナム消費者から高い

評価を得ている。 

 

ベトナム企業、Trung Nam Co.と Binh Duong Co.は共同で POSINIGHT 製品の製造を開始し、

その商標は Trung Nam Co.の名義で登録されていた。しかし、POSINIGHT のデザインは

POSTINOR の製造者が以前から使用していた POSTINOR パッケージと酷似していた。 

 

Richter は Trung Nam Co.と Binh Duong Co.を相手取って民事訴訟を提起し、次のとおり主

張した。 

 

 両被告は連帯して Richter の次の損害を賠償する責任を負うこと。i) 実際の損害額

85.348,60 米ドル、ii)弁護士費用 9.496,59 米ドル、iii) Richter の評判の毀損に対する

賠償（平均給与の 10 倍相当額）。 

 

 両被告はすべての「POSINIGHT」製品を市場から回収すること。 

 

 両被告は「Thanh Nien (Youth) 紙」に 3 号連続して謝罪広告を掲載すること。 

 

 

第一審： 
 

両社が「POSINIGHT」標章を使用し、そのパッケージ・デザインの要素が一般公衆に

Richer のパッケージと混同させるものであったため、裁判所はかかる使用が不正競争行為に

あたると認定した。 

 

裁判所は原告の主張する実際の損害額について査定し、本件の状況に鑑みて Richter への相

当額の賠償の支払いを決定した。Richter が裁判所に提出した証拠は価額が限られるものであ

ったため、裁判所は以下のとおり判示した。  

 

 Richter は、実際の損害の賠償額として 46,969.68米ドルのみ認められる。 

 Richter は弁護士費用を回収する目的で請求した 9,496.59 米ドルのうち 400,000 ドン

（約 20 米ドル）の支払いを受けることができる。 

 Richter は Richter の評判について損害賠償裁定は認められない。この金額について

の Richter の主張には正当性がないと考えられる。 
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控訴審： 

 判決に不服の被告は、ホーチミン市の控訴裁判所、すなわち人民最高裁判所に控訴した。

控訴裁判所は被告が行った不正競争行為についての第一審の判決は相当であると判断した。

しかし控訴裁判所は第一審裁判所が定めた賠償額は十分な証拠に基づいていないとして賠償

を認めなかった。第一審判決は破棄され、第一審裁判所に差し戻された。 

 

差し戻し第一審: 

ホーチミン市人民裁判所は判決第 1123/2010/DS-ST 号により判示したが、これに対しても

人民最高裁判所への控訴が行われた。 

 

2 回目の控訴審: 

控訴裁判所、すなわちホーチミン市の人民最高裁判所での審理準備中に本件について下記

の和解が成立した。 

 

 原告は賠償請求を取り下げる。 

 被告は不正競争行為を謝罪し、訴訟により生じた裁判所手数料を負担することに合意

する。 

 

ホーチミン市人民最高裁判所は両当事者による裁判上の和解を承認する終局判決第

54/2011/QDPT-DS 号を交付した。 

 

d. 仮処分 
 

訴状の提出または裁判所による事件の解決中、訴訟手続きの当事者は裁判所に仮処分の適

用を請求する権利を有する。 

 

仮処分の請求は、(i)知的財産権者に回復不能の損害が生じる恐れがあることが証明できる

場合、または(ii)適時に保護されなければ知的財産権の侵害が疑われる商品、若しくは知的財

産権侵害の当該証拠が撤去、または破棄される恐れがあることが証明できる場合に妥当と考

えられる。 

 

 仮処分の請求を裁判所にする場合は、知的財産権の所有者は、上記のいずれの要件に該当

するか、明確にしなければならない。 

 

仮処分の適用を求める者は、以下の証拠および文書のいずれかを提出して仮処分適用の請

求権を有することを証明する義務を負っている。 

 

 知的財産権が保護されていることを示す証明書の有効な写し 

 著作権、著作隣接権の登録証がない場合は、著作権、著作隣接権が成立している根拠

を示すのに必要な証拠 

 登録証明書がない場合には、知的財産権が成立しているとの基礎を示す必要な証拠 

 営業秘密、商号または周知標章に係る権利を証する必要な証拠 

 産業財産物の実施（使用）許諾に関する産業財産実施（使用）許諾契約の写し 

 

 共同通告 No.2/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTT&DL-BKH & CN-BTP、これは、人

民裁判所で知的財産権にかかる紛争解決に対する規定の適用を細かく指示したものであるが、

この通告に従い、請求者は、求める仮処分の請求によって、上記の証拠およびその他の証拠

を請求した仮処分の必要性を証明するために、裁判所に提出しなければならない。 
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仮処分の適用を請求するときは、仮処分の適用を受けようとする商品の価値の20％に相当

する供託金を支払わなければならない。商品の価値が算定できない場合は、尐なくとも2千

万ドン（約1,000米ドル相当）以上の供託金を支払わなければならない。仮処分申請は、現金

による保証金ではなく、信用機関や銀行業務を営むことを認められている組織が発行した信

用保証状により確保することもできる。この［供託金］の規定は、仮処分を受けた者に知的

財産権侵害がなかったと判断された場合に、請求者がその者に対して負うこととなる補償義

務を担保することを目的としたものである。供託金は、差止請求撤回の場合には請求者に払

い戻される。 

 

仮処分請求に正当性があると認められた場合、審理前にあっては事件を取り扱う裁判官が、

審理中に請求があった場合には裁判所の審理の合議体が、請求から 3 日以内に仮処分命令を

発令する。 

 

 請求者により提出された証拠に基づき、仮処分の請求に根拠があるか否かを裁判所が決定

するということは留意に値することであり、裁判所の認定についての何らの特定の要件はな

い。 

 

知的財産権者は、次のうち一つ、または複数の仮処分の適用を裁判所に請求することがで

きる。 

 差押え 

 目録作成 

 保全のための侵害品の封印／方法の封止、現状変更の禁止、撤去禁止 

 所有権の移転禁止 

 銀行、その他の信用機関および公庫の口座の凍結、寄託先の財産の凍結 

 債務者の財産の凍結 

 関係当事者の一定行為の禁止または強制 

 

e. 救済措置 
 

知的財産権者は、民事訴訟を提起することにより、その知的財産権の侵害行為を行ってい

るとされる当事者に対する決定を出すよう管轄裁判所に請求することができる。侵害に対す

る救済措置には、次のようなものがある。 

 

 知的財産権侵害行為の停止 

 公衆の面前での訂正および謝罪 

 民事上の義務の履行 

 損害の補償 

 商品の破棄または非営利目的での処分 

 

知的財産権の侵害行為を強制的にやめさせることは、たとえ当該当事者が裁判所の決定／

判決に対して控訴した場合でも、直ちに執行できる救済措置である。侵害品に含まれている

侵害要素が除去不能である場合、裁判所は侵害品破棄による救済を決定することが多い。侵

害品の処分命令は、(i)侵害品に含まれる侵害要素が排除されており、且つ(ii)当該侵害品が処

分されていることで、知的財産権者の利益が引き続き損なわれる可能性がない場合に限って

行われる。 

 

f. 損害賠償 
 



44 

 

損害は全額速やかに補償されなければならない。補償の金額、形式および方法については、

当事者間で自由に合意することができる。 

 

補償の交渉が成立しなかった場合、原告は、知的財産法第 204 条で規定する損害決定の原

則に基づいて、管轄裁判所から知的財産権の侵害により生じた損害（物理的な損害および精

神的な損害をもって構成される）賠償の裁定を得ることができる。 

 

物理的な損害の補償は、原告が知的財産権の侵害行為によって損害を受けたことを証明で

きれば受けることができる。回復できる物理的な損害の金額は、知的財産権者が被った現実

の損害であり、次の基準に従って計算する。 

 

 全物理的損害相当額に、被告が侵害行為によって得た利益を加算した金額（全物理

的損害額に原告の減益額が算入されていない場合） 

 原告が使用許諾契約に基づき（侵害行為があった範囲内で）、知的財産物を使用す

る権利を被告に譲渡していたと仮定した場合の当該権利の譲渡価格。 

 

 上記の根拠に従って補償金額を確定できない場合、裁判所が補償金額を固定する。この固

定金額は 5 億ドン（約 25,000 米ドル）が上限となる。 

 

 精神的損害の補償は、原告が知的財産権の侵害行為によって精神的な損害を受けたことを

証明できれば受けることができる。回復できる精神的な損害の金額は、5 百万ドン（250 米

ドル）から 5 千万ドン（2,500 米ドル）である。1
 

 上記の金額に加え、知的財産権者には合理的な金額の弁護士費用（の被告負担）が認めら

れることがある。 

 

「均等論」の適用   

ベトナム裁判所では均等論の適用が認められている。知的財産法によれば侵害に当たると

される対象の「均等物」には商品も方法も含まれる。特に、政令第 105/2006/ND-CP 号 8 条 

（知的財産法の一部条項の指針）の定義によれば、発明の侵害要素としては下記のいずれか

の形態によるものが考えられる。 

 

 商品または商品の一部（要素）が、発明として保護される対象に含まれる商品また

はその一部（要素）と同一または均等である。 

 当該方法が、発明として保護される方法と同一または均等である。 

 当該商品またはその一部（要素）が、発明として現在保護されている方法と同一ま

たは均等の方法によって製造されている。 

 

ベトナム知的財産法には寄与侵害を含む間接侵害は規定されていない。ただし、民事訴訟

手続法第 56.4 条に規定されている通り、民事訴訟において関連する権利義務を有する者（民

事訴訟の提訴人でも民事訴訟の被告でもない者）は、自己または他の関係者の申立を裁判所

が許可した場合には、関連する権利義務を有する者として民事訴訟手続に参加することがで

きることになっている。ベトナムではこの規定が、先進国で広く認められている間接侵害に

最も近い規定であろう。 

 

g. 被告の防御策 
 

訴訟が提起された場合、被告は訴訟手続きの中で原告に対する様々な防御策を取りうる。

現実に被告がよく講じる対策は、次の通りである。 

                                                      
1
 2011 年 8 月の為替レートで計算。 
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 仮処分取消の請求 

 知的財産権者の保護されている権利証を無効にする訴訟の提起。被告の請求は、事件

における原告の知的財産権が明らかに不法に付与されたものであること（例えば、当

該知的財産権はかかる権利を得る資格のない者に付与されたものである、あるいは当

該知的財産権はこれを付与する資格のない国家機関から付与されたものである、ある

いは先使用権が失効していたなど）を理由にしたものとなる可能性がある。取消請求

は、保護されている知的財産物が法律で規定されている使用要件を満たしていないこ

とを理由に行われる場合もある。被告による取消請求は当初、国の所管管理当局（す

なわち知的財産庁）に提出され、その場合において事件の審理は知的財産庁の決定が

出されるまで停止する。 

 原告の行為によって生じた損害の回復請求。被告の原告に対する反訴は、次の状況

のいずれかに該当する場合、裁判所により同一事件として処理することが認められ

る。(i)債務の反対請求によって原告の請求が相殺される場合、または(ii)反訴の受理

によって原告の請求の全部または一部が排除される結果となる場合、または(iii)反訴

と原告の請求に関連があり、同一事件として解決する方が正確かつ迅速に事件が解

決できる場合。 

 

4.2 裁判所の決定／判決の執行 
 

a. 執行力ある決定／判決 
 

民事訴訟判決の執行に関する法の定めに従い、次の決定／判決が執行可能となる。 

 

 第一審裁判所の判決および決定または判決および決定の一部であって、控訴裁判所の

手続きに従って控訴または不服申し立てが行われなかったもの（これらの判決・決定

あるいはその一部が控訴あるいは抗告されなかったので、最終のものとなり執行可能

なものとなっている）。 

 控訴裁判所の判決および決定 

 裁判所による再審の決定 

 外国の裁判所の民事訴訟判決および決定、外国の仲裁人の裁定であって、ベトナムの

裁判所が承認し、ベトナムでの執行が認められたもの  

 不正競争事案を解決する競争評議会の決定であって、施行日から30日以内に関連当事

者により実施されていないか、または不服を申し立てる民事訴訟が提起されていない

もの 

 ベトナムの商事仲裁人の裁定であって、執行が可能なもの 

 

b. 民事訴訟判決のエンフォースメント機関 
 

ベトナムの民事訴訟判決の執行機関には、省レベルの判決執行機関、県レベルの判決執行

機関および軍事判決執行機関がある。これらは、裁判所に設置されたものではなく、独立し

た機関である。 

 

軍事のもの以外の民事判決の執行機関には次のようなものが含まれる。 

 

 i. 中央レベル：法務省の下にある民事判決執行総務局 

ii.   省レベル：民事判決執行総務局の直接の管理下にある民事判決執行部 

iii. 地区レベル：民事判決執行部の直接の管理下にある民事判決執行課 
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次の判決・決定は、地区レベルの民事判決執行機関の管轄となる。 

 

 i.  民事判決執行機関が所在する住所地の地区レベルの裁判所の第一審判決・決定 

ii  民事判決執行機関が所在する住所地の地区レベルの裁判所の第一審判決・決定に対する

省レベルの裁判所の控訴審判決・決定 

iii. 地区レベルの民事判決執行機関が所在する住所地を管轄する地区レベルの裁判所の判

決・決定であって、既に法的効力を有しているものに対する省レベルの裁判所の破棄ま

たは再審の決定 

iv. 他の住所地（省レベルで）の地区レベルの民事判決執行機関により委託された判決・

決定 

 

 

省レベルの民事判決執行機関は次の判決・決定の執行を管轄する。 

 

 i. 同一住所地の省レベル裁判所の第一審判決・決定 

ii. 自らのところ（省レベルの民事判決執行機関）へ人民最高裁判所から移送された判

決・決定 

iii. ベトナムで執行することをベトナムの裁判所が許可した外国の裁判所の判決・決定、

外国の仲裁機関の裁定 

iv. 商業仲裁の裁定 

v.   競争事案処理会議より出された競争解決の決定 

vi. 他の住所地の民事判決執行機関から委託された判決・決定 

vii. 執行のために必要性を認めて省レベルの民事判決執行機関が選定した地区レベルの民

事判決執行機関の執行管轄にある判決・決定 

viii. その当事者に外国に居住している者があるか資産が外国にあるような場合もしくは執

行のために司法命令を要する判決・決定 

 

 

ホーチミン市の執行官パイロット・スキームに関する規則 No.61/2009/ND-CP によると、執

行官機関は関係当事者の要請に基づき次の判決または決定を執行する権限も与えられている。 

 

a. 執行官機関が所在する住所地を管轄する第一審裁判所の判決・決定 

b.  執行官機関が所在する住所地を管轄する地区レベル裁判所の第一審判決・決定であっ

て、法的効力を生じているものに対してなされた省レベル裁判所の控訴審の判決・決定 

c.  執行官機関が所在する住所地を管轄する地区レベル裁判所の第一審判決・決定であっ

て、法的効力を生じているものに対してなされた省レベル裁判所の破棄または再審の決

定 

 

執行官機関はホーチーミン市でいまだパイロット・スキームの段階にあり、ベトナム全土

に広がっているものではないことに留意する必要がある。 

 

 

c. 決定／判決執行の申請 
 

裁判所の判決を関係当事者が自主的に履行しない場合、管轄判決執行機関がこれを執行す

ることができる。このために、関係当事者は裁判所の決定／判決が法的に執行可能となった

日（または決定／判決で規定されている義務の履行期日）から5年以内に、管轄判決執行機

関に判決の執行申請書を提出しなければならない。管轄判決執行機関は、申請書の受領から

5日以内に決定／判決の執行に関する決定を出さなければならない。  
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外国の決定／判決の執行 
 

民事訴訟法第VI部第XXVI章およびXXVII章に規定されているとおり、ベトナムでは外国の

裁判所の民事判決および決定が下記の要件を充足している場合には当該の判決および決定を

承認して執行することを検討する。i) ベトナムと当該の民事判決または決定を行った国が関

連する国際条約の加盟国または締約国であること。ii) 当該民事判決および決定はベトナムの

法律に従って承認され執行することが認められものである。またベトナム裁判所も、相互主

義により、外国裁判所の民事判決および決定並びに外国での仲裁裁定を承認して、執行する

ことを検討できる。この場合には、ベトナムと当該の民事判決または決定を行った国が関連

する国際条約の加盟国または締約国であることは条件とされない。 

 

4.3 代替的紛争解決方法  
 

関係者は、裁判による紛争解決のほかに、代替的紛争解決方法として仲裁を選択すること

ができる。ただし、仲裁の対象となる事項は商業活動により生じた紛争、または当事者の尐

なくとも 1 名が商業活動その他の法律が定める活動に従事している場合（仲裁の権限に関し

法令の規定によることとされた事案）のみであることに注意しなければならない。 

 

ベトナムは 2005 年から、外国での仲裁裁定の承認および執行に関するニューヨーク条約

に加盟している。事実、ここ数年、ベトナムでは仲裁により解決される事件が増加している。

現在ではベトナムでの知的財産関係契約の大半に仲裁による紛争解決の条件を定めた条項が

含まれている。 

 

当事者が仲裁契約を締結している場合には、紛争は仲裁で解決されることになる。仲裁契

約は紛争発生の前でも後でも締結可能である。当事者は仲裁に関する独自の規則および手続

を定めることもできれば、選択した仲裁機関が定める規則と手続に従うこともできる。ベト

ナムには多数の仲裁機関があり、その中で最もよく利用されているのがベトナム商事会議所

のベトナム国際仲裁センター（VIAC）である。同センターの所在地は#9, Dao Duy Anh Str., 

Hanoi, Vietnam、ウェブサイトは http://www.viac.org.vn である。 

 

知的財産権関連事案を取り扱う所管当局に関する情報については、以下 5.2 を参照。 

 

4.4 著作権及び著作隣接権の侵害に対する民事訴訟に関する注 
原告は著作権侵害訴訟において立証責任を負う。原告は、次の形式の証拠のいずれかを示

すことにより、自己が著作権者であることを証明しなければならない。 

 

(a) 著作権登録証書、著作隣接権登録証書または著作権および著作隣接権の国家登録簿抄

本の写し（日本の文部科学省の文化庁が発行する証明でも受付がされる。認証され

た翻訳の添付が必要。） 

(b) 著作権登録証書、著作隣接権登録証書がない場合は、著作権または著作隣接権成立の

根拠を証明するために必要な証拠 

(c) 使用権が契約に従い許諾されている場合は、知的財産物のライセンス契約の写し 

 

著作権により保護される著作物の並行輸入品に関する国際的な権利消尽を認めるか否かを

定める法律または裁判所決定については承知していない。 

 

  

5. 刑事措置 

5.1 適用の範囲と特徴 

http://www.viac.org.vn/
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知的財産権関連犯罪に対する刑事措置は 1999 年刑法（Criminal Code）およびその 2009 年

改正法に規定されている。同法によれば、刑事責任能力を有する個人であれば、ベトナム人

であると外国人であるとにかかわらず、知的財産権関連犯罪の刑事責任を負う。 

 

刑事訴訟法（Code on Penal Proceedings）の規定によれば、著作権侵害罪（刑法第 131条）

および産業財産権侵害罪（刑法第 171 条）は被害者の申立がなければ起訴されない。すなわ

ち、所管当局（警察、検察）は被害者（知的財産権者またはその適法な代理人）から申立が

あった事件についてのみ訴追を行う。 

 

改正刑法では著作権侵害に関する新規条項（第 170a 条）が追加された一方で、2003 年刑

事訴訟法はかかる新刑法での修正に対応した修正が行われていないことに注意が必要である。

すなわち、法律上、第 170a 条が定義する犯罪について被害者の申立により起訴されるかどう

かが不明である。犯罪の性質を考慮すると、この犯罪についても被害者の申立を要件とする

よう刑事訴訟法が改正されると考えられる。  

 

刑事手続において、刑事手続を担当する機関はその裁量により、必要であればベトナム人

外国人を問わず関係者の出頭を要求することができることになっている。しかし実際には、

知的財産権者が外国の個人／組織である場合、手続においてはベトナムの弁護士その他の個

人を代理人とすることができる。 

 

5.2 長所と短所 
刑事措置の主な長所と短所を以下に示す。 

対象となる侵害

行為 

救済措置 所要期間 長所 短所 

- 著作権の侵害

行為 

 

- 産業財産権の

侵害行為 （商標

および地理的表

示に関する権利

に限定） 

+ 主要な制裁：罰

金および禁固 

+ 追加的な制裁 

事件の複雑

さにより異

なる（フロ

ーチャート

を参照） 

- 侵害者に対す

る最も厳しい措

置 

-他の侵害者にと

って最も強烈な

教訓となる  

- この措置は所

管当局のみが実

施できるもので

あり、知的財産

権者の手続への

参加は限定的で

ある。 

 

a. 知的財産権分野における犯罪 
 

ベトナムでは、知的財産権の侵害行為は刑事罰の対象になりうる。刑法では、知的財産分

野の犯罪については、第 131 条（著作権で保護された作品の侵害罪）、第 170a 条（著作権お

よび著作隣接権の侵害罪）と第 171 条（産業財産権の侵害罪）の 3 つの条で規定されている。 

 

3 つの条項から知的財産権者が引き出すことのできる極めて重要な概念は、著作権および

産業財産権の双方（すなわち総称して知的財産権）に対する侵害行為が公共または消費者の

利益に重大または有害な影響をもたらした場合には、刑事罰によって処罰されなければなら

ないということである。 

 

これら 3 つの条項で定義されている「重大または有害な影響」とは、やや抽象的に聞こえ

るが、学者の間でも今に至るまでこの語句の単純かつ正確な定義についてのコンセンサスは

得られていない。法律制定者の見解においては、刑事罰による知的財産権の侵害の抑止が不

可欠である場合、かつ一般化はできないが、一定の状況下において引き起こされる知的財産

権の侵害行為が刑事罰で処罰しなければならないほど危険である場合とされる。 
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刑法に記載されている代表的な状況は次の通りである。 

 

 被疑者がそれまでにも知的財産権の侵害行為により行政上の制裁措置をもって罰せら

れたことがある場合 

 

または 

 

 知的財産権の侵害に対する判決を受け、判決後の保護観察期間の満了前において、知

的財産権の侵害行為の再犯を行った場合 

 

＜注＞自然人が行った犯罪に限る。法人（組織や会社など）は、規定の全ての犯罪か

ら除外される。 

 

b. 刑事訴追手続きにおける知的財産権者の立場 
 

知的財産権者の請求は、知的財産権侵害行為に対して刑事手続きを開始するための必要条

件ではない。 

 

現実に、知的財産権者は当局から支援や協力を求められることが多い。知的財産権者が当

該知的財産権の侵害に関して、必要な情報を持っていることが多いためである。  

 

c. 関連規定の内容 
 

i. 第 131 条 

 

第131条には、以下のいずれかの行為を行ったことにより重大または有害な影響を及ぼし

た者、または第131条に規定されている行為のいずれか一つを行ったことに対して行政上の

制裁措置を受けたことがある者、またはかかる犯罪の有罪判決を受け、犯罪歴抹消の権利を

得ないうちに違反を繰り返した者は、刑事罰で処罰される旨が規定されている。 

 

 他人の著作権の盗用 

 著者名の不正利用  

 保護されている著作物の内容の違法な改変 

 他人の著作物の違法な公表または頒布 

 

刑罰は、最高2千万ドンの罰金か、拘留を伴わない3年の再教育となる場合がある。 

 

発生した犯罪が、 以下のいずれかに該当する場合、違反者は最高3年の禁固刑となり、さ

らに最高1億ドンの罰金が課される場合がある。 

 

 組織的に行われたものである場合 

 再犯である場合 

 非常に重大または極度に重大な影響をもたらした場合 

 

 

ii. 第 170a 条 

第 170a 条は、著作権または著作隣接権の所有権者の同意なく、商業規模で著作物、レコー

ドまたは、録画の複製を行いまたは著作物、レコード、ビデオ録画の公衆への配布を行った

者は刑事責任を負うと規定している。 
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この場合、違反者は 5000 万ドン以上 5 億ドン以下の罰金または最長 2 年間の拘留を伴わな

い矯正に処せられる。 

  

   非拘留の矯正は、安定した職場があるか、明確な居住場所があって、社会から隔離する必

要がないとみなされる受刑者に適用される。 

 裁判所は、非拘留矯正とする受刑者を監督および教育のため、こうした者がは働いている

機関・組織あるはこうした者が恒久的に居住をしている場所の当局に委託する。判決を受け

た者の家族は、その者の監督および教育において機関・組織および地方の当局と調整を要す

る。 

 

発生した犯罪が、以下に該当する場合、違反者は 4 億ドン以上 10 億ドン以下の罰金が課

されるか、または 6 ヶ月以上 3 年以下の禁固刑となる。 

 

 組織的に行われたものである場合 

 

または／および 

 

 再犯である場合 

 

また違反者には 2000 万ドンから 2 億ドンまでの追加罰金刑も科され、1 年以上 5 年以下の

間、特定職業の特定の役職や業務への就業が禁止される。 

 

 

iii. 第 171 条 

 

第 171 条はベトナムで保護されている商標または地理的表示に関する産業財産権を侵害し

た者につき、侵害が「故意、かつ、商業規模」である場合は、犯罪にあたると規定している。 

 

本条は、刑罰として(i) 5000 万ドン以上 5 億ドン以下の罰金および(ii) 最長 2 年間の拘留を

伴わない再教育を定めている。本条ではまた、産業財産権の組織的な侵害行為および侵害の

再犯に対して、最高 3 年の禁固刑というさらに厳しい刑事罰を規定している。 

 

また第 171 条は産業財産権侵害に対する補足的刑罰を定めている。すなわち、有罪判決を

受けた者に罰金刑が科されなかった場合は 2000 万ドンから 2 億ドンの罰金を科すことがで

き、あるいは 1 年以上 5年以下の間、特定職業の特定の役職や業務への就業が禁止される。 

 

 

d. 訴追手続き 
 

所管当局は、知的財産権者の申立があった場合にのみ知的財産権侵害関連の犯罪を訴追す

ることができる。訴追の申立書には下記を添付しなければならない。 

 

 侵害行為または侵害品の出所に関する情報 

 知的財産権者の主張の根拠となる予備的証拠 

 当該知的財産権の登録証の写し 

 

刑事訴訟法上、刑事事件は大きく分けて次の 3 つの段階を経る。 

 

i) 捜査―この段階では、捜査官が被疑者の有罪を証明するために必要なあらゆる証

拠の発見と収集の責任を負う。 
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ii) 正式起訴― この段階では、検察官が正式起訴を固め、被疑者に対する起訴状を作

成する。 

 

iii)  公判―この段階では、管轄裁判所が検察の起訴状に基づいて事件を審理する公判

を開始する。 
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訴追手続き 

捜査 

正式起訴 

公判 

控訴(*) 

監督審の開始 再審の開始 

(*) 注：控訴は、第1審判決が出された日から15日以内

に裁判所に対して行う。 

2 – 4 ヶ月 

 

30 日 

 

75 – 105 日 
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