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第 2 節 

特許発明 
 

 

1. 保護対象の発明（客体的要件） 
 

1.1 定義 
 

知的財産法第 4(12)条において、「発明」とは、自然法則の利用によって特定の問

題を解決する、物または方法の形式の技術的解決手段をいう。この定義によれば、発

明が物または方法に関するものであることは明らかである。 

  

1.2 特許の種類 
 

知的財産法第 58 条は、発明特許と実用新案特許（utility solution patent）という 2 種

類の特許を認めている。本条では、発明は、それが新規であり、進歩性を有し、産業

上利用できる場合は「発明特許により保護される」。一方、発明は、それが通常の知

識（common knowledge）によらないものであり、新規であり、産業上利用できる場

合は「実用新案特許により保護される」。 

 

従って、「実用新案」は、「通常の知識によらない」発明の一種とみなされ、それ

が新規であり、産業上利用できる場合は実用新案特許の付与により保護される。実用

新案特許により保護される発明に関する「通常の知識によらない」という要件は、従

来の発明に対する厳しい進歩性の基準と比べて低いレベルの進歩性あるいは中程度の

進歩性として定められている。 

  

1.3 特許できないもの 
 

知的財産法第 59 条によれば、次のものは特許を受けることができない。 

 

(1) 発見、科学理論、数学的方法 

(2) 精神的な行為、家畜の調教、遊戯または業務の遂行のための計画、法則およ

び方法、並びにコンピュータ・プログラム 

(3) 情報の提示 

(4) 美的創造物 

(5) 植物品種、動物品種 

(6) 微生物的方法以外の植物および動物の生産のための本質的に生物学的な方法 

(7) 人体または動物のための病気予防法、診断方法、治療方法 

 

上記の一部、例えば、発見、科学理論、動植物の品種等は、技術的解決手段という

条件を欠くために特許できるものから除外されることが分かる。一方、病気の治療方

法は、産業上利用できないことから特許を受けることができない。 

 

1.4 社会道徳・公共秩序に反するもの 
 

第 8 条では、知的財産法は、その公開または利用が「社会道徳、公の秩序に反し、

国防、治安を害する」発明を保護対象から除外している。発明は、その利用が法律ま

たは規則によって禁止されているという理由のみで社会道徳、公共秩序に反している

とみなされるのではないことに注意すべきである。従って、例えば、当該分野におけ
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る国家独占のために、発明の保有者が利用を認められない発明に特許が付与されるこ

とがある。このような場合、特許は、それ自体では特許権者に発明の利用を認めるも

のではないが、他者が特許発明を利用するのを防ぐ権利を保有者に与える。 

 

1.5 秘密発明 
 

知的財産法施行の詳細な指針を規定する 2010 年 12 月 21 日に改正された 2006 年 9

月 22 日にベトナム政府が公布した政令第 103/2006/ND-CP 号 第 3a 章は、「秘密発

明」の概念を含んでいる。同政令第 23a 条 1 に従い、所管当局が国防及び国家安全保

障に関係する「国家機密」に指定する発明は「秘密発明」と呼ばれる。秘密に指定さ

れた発明は秘密を保持されるものとし、秘密特許だけを付与される。秘密発明の特許

出願と付与される特許は公開されない。第 23b.2 条は、発明がベトナム法人又は個人

に所有されているか、ベトナムで創作された場合、出願人は、国家安全保障に関して

発明を適切に検討することを可能にするために、ベトナムでの出願後 6 ヶ月間外国で

発明を出願してはならない。所管当局が秘密命令を出した場合、出願は外国特許出願

を許可されない。この要件の遵守を怠る場合、出願人は特許出願権を失う。 

 

2. 主体的要件 
 

2.1 発明者および譲受人 
 

自らの努力と費用によって発明を創作した発明者またはその権利承継人（例えば、

譲受人）、共同発明者またはその権利承継人は、特許を出願し、これを受けることが

できる。発明者とは、自らの創造的努力によって直接に発明の創作に関与した者とみ

なされていることから、発明者に技術的、物的または財政的な援助および支援を提供

したが、自らは創造的な方法で発明の創作に関与していない者は発明者とみなされな

い。 

 

法律の定めるところにより特許を出願することができる者は、出願中であっても、

法律に従って譲渡契約書または相続により、他の法人または自然人に出願権を譲渡す

ることができる。 

 

2.2 職務発明 
 

従業員が職務遂行の際に業務上行った発明、または従業員が主に使用者の資金もし

くは設備・施設を利用して行った発明の場合、発明特許を受ける権利は、（別段の合

意がない限り）使用者に帰属する。同様に、特別に委託された業務中に行われた発明

について特許を受ける権利は、当該業務を委託した者に帰属する。このような場合、

発明者は報酬を受ける権利を有する。当事者が別段に合意する場合を除き、この報酬

の最低額は、当該発明の利用により毎年得られる利益の 10％となる。ライセンス

（契約または強制による）が付与されている場合、この報酬の最低額は、別段の合意

がない限り、ライセンスの付与に基づき特許権者が受け取る総額の 15％となる。法

令では、特許取得時の固定額や特許技術を使用した製品の売上高の何割などいうよう

な支払の何らかの基準となるものを規定してはいない。 

 

発明者は、出願書類にその名が記載されるものとし、特許証、登録簿およびそれら

に関連して公開される全ての書類に発明者としてその名が記載される権利を有する。

出願人は、特許を受ける権利並びに出願人および発明者に関する情報が正しいことを

保証しなければならない。 
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2 以上の者が共同で発明の創作に出資し、または発明を創作した場合、これらの者

は共同で出願する権利を有し、この権利はこれらの者が合意する場合に限り行使する

ことができる。 

 

2.3 国有発明 
 

発明に関する使用者と従業員の関係の特別な場合としては、公務員が行った、また

は国の全面的な資金、物的・技術的投資に基づいて行われた発明がある。知的財産法

の規定の実施に関する指針を定める 2006 年 9 月 22 日政令第 103/2006/ND-CP（以下

「政令 103」）第 9 条によれば、このような発明の特許を受ける権利は、国に帰属す

る。出資者として政府より指定された政府機関は、国に代わって特許出願権を行使す

る責任を負う。 

 

国の出資（資金または設備・施設として）を伴って行われた発明の場合、当該共同

発明における持分は、出資率に応じて国に帰属する。国の出資分の保有者として行為

する政府機関は、国に代わって上記発明の国の持分権を行使する責任を負う。 

 

発明が政府機関と他の団体との間の研究開発協力に基づいて行われた場合、当該研

究開発協力協定に別段の合意がない限り、当該発明の持分は、当該政府機関の出資率

に応じて国に帰属する。当該研究開発協力に参加する政府機関は、国に代わって上記

発明の国の持分権を行使する責任を負う。 

 

上記発明の特許を受ける権利を行使する政府機関は、国に代わって特許権者として

指定され、当該特許に係る排他的権利を管理するものとし、当該特許権を他の団体に

譲渡する権利を有する。但し、譲受人は、国に一定額の金銭を支払うか、当該発明の

商業化の可能性に照らして決定される他の合理的な取引条件を満たすかしなければな

らない。 

 

2.4 外国出願人 
 

外国出願人は、パリ条約の利益を享受する権利を有する自然人もしくは法人である

場合、または産業財産の相互保護に関する協定をベトナムとの間で締結している国に

属している場合、または相互主義に関する協定によりベトナムからの出願人に対して

産業財産に関して相互主義を認める国に属している場合には、ベトナムにおいて特許

出願し、取得することができる。ベトナムに居住していないか、または工業上もしく

は商業上の営業所を有しない当事者は、ベトナムにおいて資格を有する弁理士（すな

わち、弁理士証を交付されており、弁理士リストに記載されている弁理士）を代理人

に選任しなければならない。 

 

2.5 先願主義 
 

ベトナムは「先願」主義を採っている。従って、2 以上の出願人が同一の発明につ

いて発明特許の付与を出願した場合、最初に出願した出願人またはその出願が最先の

優先日を有する出願人が特許を受ける権利を有する。2 以上の者が同一の発明につい

て発明特許の付与を出願し、それらの出願が同一の優先日を有する場合、NOIP は、

出願人に 1 の出願を行うよう求める。その場合、当該発明について付与される特許は

共同保有者としての出願人全員に帰属する。この場合において出願人が合意できない

ときは、特許は付与されない。先行出願または先行特許があるかを知るため、出願人

は NOIP のオンラインデータベスで特許調査を行うことができる。  
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（データベース：URL:http://iplib.noip.gov.vn/IPDL_EXT/WEBUI/WSearchPAT.php） 

 

 

2.6 優先権 
 

知的財産法第 91 条では、優先権は、ベトナムにおいてまたはパリ条約加盟国にお

いて、当該国の国民もしくは居住者、または当該国に現実かつ真正の工業上もしくは

商業上の営業所を有する者が出願した、先の出願に基づいて主張することができる。

更に、優先権は、優先権に関する二国間協定をベトナムと締結している国において出

願された、先の出願に基づいて主張することができる。 

 

優先権は、それに基づいて優先権を主張する条約または協定並びに優先権主張の基

礎となる出願の出願国、出願日および出願番号を記載して、出願時に主張しなければ

ならない。手数料は、主張される各優先権につき納付する。条約ルートによる特許出

願については、優先権書類すなわち、優先権主張の基礎となる出願が出願された当局

による、当該出願の認証コピーをベトナムでの出願日から 3 カ月以内に提出しなけれ

ばならない。この間に提出されない場合、優先権を失う。NOIP は、優先権書類のベ

トナム語への認証翻訳文の提出を要求することができる。 

 

条約上の優先権とは別に、知的財産法は、後で行われたベトナムでの出願の出願人

が先に正規に行われたベトナムでの出願に基づいて優先権を主張することも認めてい

る（国内優先権）。これは出願人に対し、発明が行われた後できるだけ早く出願する

機会を与えるもので、開示した主題について確保されている出願日をもとにすること

ができるからである。出願人は、新規性を失うことなく保護範囲を拡張するために、

当初の発明を後で補正する場合、当該補正について追加出願を行い、開示された主題

に関して最初の出願に基づく優先権を主張することができる。これによって、出願人

は、追加した主題については後の出願日を受けながら、最初の出願において開示され

た主題については当初の出願日を維持することができる。 

 

出願人は、1 の特許出願において複数の優先権を主張することもできる（複合優先

権）。但し、出願人は対象とする出願の内容に対応する先の出願の内容を示さねばな

らない。つまり、後の出願の各クレームは、当該クレームをサポートするのに必要な

主題事項を最初に開示した対応する出願の出願日の利益を享受する。この複合優先権

主張の手続は、できるだけ最先の出願日を希望するものの、自己の発明の別の実施例

の作成過程にある一部の出願人に、魅力的な解決策を提供するものである。2 以上の

優先日が主張されている場合、優先日からの期限は、最先の優先日からとする。 

 

パリ条約による優先期間は最先の優先日から 12 カ月である。二国間協定に基づく

優先権の場合の優先期間は、関係する協定の規定による。国内優先期間は、条約上の

優先権の場合と同じである。 

 

3. 出願の方式要件 
 

3.1 方式上必要な一般要件 
 

知的財産法第 100 条および第 102 条は、特許出願の一般的要件について定めている。

それによれば、特許出願には以下の書類が要求される。 

 

a) 所定のフォームで作成された願書 

http://iplib.noip.gov.vn/IPDL_EXT/WEBUI/WSearchPAT.php
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b) 保護を求める発明を特定する書類。特に、発明の明細書（説明、クレーム、

図面、ダイヤグラム、計算等を含む）および要約書。 

c) 代理人を通じて出願する場合は、委任状 

d) 出願人が他者から出願権を取得した場合は、出願権を証明する書類 

e) 優先権が主張される場合は、優先権を証明する書類。特に、先の出願の写し

であることを証明する受理官庁による証明書、優先権を他人から取得した場

合における優先権譲渡証書等。 

f) 所定の手数料および料金の納付証 

 

特許出願および出願人と行政当局との間の通信は、ベトナム語で作成しなければな

らない。他の言語による書類は、以下の書類を除き、確認のための参考資料としての

み用いられる。以下の書類は他の言語により作成することができるが、当局が要求す

る場合はベトナム語に翻訳しなければならない。 

 

a) 委任状 

b) 出願権を証明する書類 

c) 優先権を証明する書類 

d) 出願を裏付けるその他の書類 

 

下位の規則である政令 103 および省令は、特許出願に課される出願要件についてよ

り詳細に定めている。 

 

i) 願書：願書は、代理人を通じて出願する場合は代理人が記入し、出願人の氏名およ

び住所、代理人の氏名、住所および電話番号、発明の名称および国際特許分類

（IPC）、発明者の氏名、国籍、住所、優先権が主張される場合は、それに基づいて

優先権を主張する条約並びに優先権主張の基礎となる出願の出願番号、出願国および

出願日の表示、出願時に請求する場合は実体審査の請求（早期審査の請求を含む）か

ら成る。 

 

ii) 保護を求める発明を特定する書類：この書類には、ベトナム語による明細書（ク

レームを含む）および要約書が含まれる。通常、明細書とクレームは英語で代理人に

送付され、ベトナム語に翻訳される。明細書、クレーム、図面および要約書の英語版

は出願時に必要であるが、ベトナム語翻訳文は出願日から 3 カ月以内に提出すること

ができる。 

 

明細書は、（i）発明の名称、（ii）発明の技術分野、（iii）先行技術文献、（iv）

発明の概要、（v）図面の簡単な説明（ある場合）（vi）発明の実施態様の詳細な説

明および実施例（ある場合）、（vii）発明の効果を含まなければならない。明細書は、

その分野における通常の知識を有する者が実施するのに十分な程度に発明を開示しな

ければならない。発明の新規性、進歩性および利用可能性が明示されていなければな

らない。 

 

図面がある場合はそれが必要である。図面の説明もベトナム語に翻訳しなければな

らない。 

 

発明の保護範囲は、クレームの形で示される。クレームは、発明に係る権利の範囲

を特定するのに必要かつ十分な発明の技術的特徴を記載するもので、発明の明細書お

よび図面によりサポートされねばならない。 
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要約書は、明細書およびクレームにおいて開示された発明の基本的な特徴を簡単に

説明するものである（150 語以内）。 

 

iii) 委任状：代理人を通じて特許出願する場合は、ベトナムにおける代理人を選任す

る出願人の委任状が必要である。この書類は出願時に提出しなければならないが、フ

ァクシミリによる写しも認められる。但し、出願日から 3 カ月以内に原本を提出しな

ければならない。同一出願人の複数の出願について有効な包括委任状が認められる。

知的財産法第 107 条では、委任状には以下の必須項目を含めねばならない。  

 

a) 本人および代理人の氏名および住所 

b) 委任の範囲 

c) 委任状の有効期限 

d) 委任状の日付 

e) 委任状作成者の署名および捺印（印鑑を有する場合） 

 

有効期限の記載のない委任状は無期限に有効とみなされ、本人が委任の終了を宣言

した場合に限り終了する。 

 

iv) 出願権を証明する書類：出願人が発明者でない場合、発明者および譲受人（出願

人）が署名した譲渡証書または雇用契約書の写しを担当官庁より要求される。この書

類は、NOIP が出願人の出願権および特許を受ける権利を疑う合理的な理由を有する

場合に限り、同庁の求めに応じて提出しなければならない。 

 

v) 優先権を証明する書類：パリ条約による場合、優先権主張の基礎となる出願の認

証コピーを、ベトナムでの出願時または出願後3カ月以内に提出しなければならな

い。NOIPは、優先権主張の基礎となる出願のベトナム語への認証翻訳文の提出を要

求することができる。ベトナムでの出願人が優先権主張の基礎となる出願の出願人と

同一でない場合、譲渡人および譲受人が署名した優先権譲渡証書が必要である。 

 

委任状や譲渡証書等の書類は、出願人が自然人の場合は出願人が署名し、出願人が

法人の場合は出願人を代表する資格を有する役員が署名し、当該法人の社印（ある場

合）を押印しなければならないことに注意されたい。公証および／または認証は不要

である。 

 

3.2 国内段階に入るための国際出願に要求される特定要件 
 

NOIP は、ベトナムの国民および居住者が出願する国際出願に関する PCT の受理官

庁となる。NOIP への国際出願は、英語により 3 部提出しなければならない。PCT に

基づき納付すべき手数料とは別に、送付手数料を納付しなければならない。 

 

ベトナムは PCT 第Ⅱ章に拘束されているため、ベトナムを指定国および／または

選択国とすることができる。PCT 出願については、ベトナムの国内段階に入るための

期間は、第Ⅰ章（ベトナムを指定国とする場合）によるか第Ⅱ章（ベトナムを選択国

とする場合）によるかに拘わらず、優先日から 31 カ月である。PCT 国際出願がベト

ナムの国内段階に入るための要件は以下の通り。 

 

1. 優先日から 31 カ月以内に国内出願手数料、5頁を超える出願の 1 頁ごとの追加手数

料、主張される各優先権（ある場合）ごとの手数料を納付しなければならない。この

要件を期限内に満たさない場合、出願はベトナムに関する限り無効となる。 
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2. 出願人がベトナムに居住していない場合、ベトナムにおける代理人（資格を有する

特許弁護士）を選任し、関連する委任状を優先日から 34 カ月以内に提出しなければ

ならない。 

 

3. 国内段階に入る出願人が国際出願を行った出願人と異なる場合、ベトナム語による

またはベトナム語翻訳文を付した譲渡証書を優先日から 34 カ月以内に提出しなけれ

ばならない。 

 

出願人が発明者ではなく、出願人の出願権を疑う合理的な理由がある場合、発明者

および譲受人が署名した譲渡証書を担当官庁の求めに応じて、その求めに定める期間

内に提出しなければならない。 

 

4. 出願人が優先権主張（ある場合）の基礎となる出願の出願人と同一でない場合にお

いて、担当官庁が提出を要求したときは、優先権譲渡証書を提出しなければならな

い。 

 

 優先権書類のベトナム語翻訳文の提出は、一定の場合に限り要求される。かかる翻

訳文が優先日から31カ月以内に提出されず、その提出が要求されている場合、担当官

庁は、求めに定める期間内に当該翻訳文を提出するよう求める。 

 

5. 出願人が国際公開日前にベトナムの国内段階に入ることにつき明示の請求を行った

場合には、国内段階に入る際に国際出願の写しが必要である。 

 

6. 優先日から 31 カ月以内に、国際出願のベトナム語翻訳文を 3 部提出しなければな

らない。翻訳文は、明細書、クレーム、図面の説明および要約書を含まなければなら

ない。クレームが補正されている場合、翻訳文は、当初出願のクレームおよび補正後

のクレーム並びに PCT 第 19 条における説明書または第 34 条における国際予備審査

報告の付属書類を含まなければならない。必要とされる翻訳文が期限内に提出されな

い場合、出願はベトナムに関する限り無効となる。通常、国際出願が英語によらない

場合、ベトナム語への翻訳のために国際出願の英語版を代理人に送付しなければなら

ない。 

 

7. 国際出願の願書部分に発明者の氏名、住所、国籍の記載がない場合、これらの情報

を優先日から 31 カ月以内に提供しなければならない。 

 

委任状および譲渡証書は、出願人が自然人の場合は出願人が署名し、出願人が法人

の場合は出願人を代表する資格を有する役員が署名し、当該法人の社印（ある場合）

を押印しなければならないことに注意されたい。公証および／または認証は不要であ

る。 

 

PCT 国際出願において、発明特許ではなく実用新案特許をベトナムで出願すること

もできる。実用新案特許を受けたい場合、国際願書の No. V の欄にその旨表示しなけ

ればならない。ベトナムにおける国際特許出願から実用新案特許出願への変更は、発

明特許付与拒絶の通知が発せられる前であれば、所定の手数料の納付により請求する

ことができる。拒絶通知が発せられた後は出願変更が認められず、出願人は、発明の

原特許出願の優先日を主張する新たな実用新案特許出願を行わねばならない。 

 

4. 担当官庁の手続き 
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知的財産法第 108 条によれば、特許出願は、尐なくとも以下の書類および情報が含

まれていれば、NOIP により受理される。 

 

i) 出願人を特定するに足る情報を含む、発明の登録願書 

ii) 明細書およびクレーム 

iii) 所定の手数料および料金の納付証 

 

4.1  方式審査 
 

ベトナム特許法（知的財産法第 109 条）では、PCT 出願を含む全ての特許出願は、

出願が適法に行われたか否かを判断するために NOIP により自動的に審査される。方

式要件を満たすには、出願は、「方式上必要な一般要件」に記載されている情報およ

び書類を含む所定の形式により行わねばならない。特許出願は、以下の場合には適法

でないとみなされる。 

 

i) 出願が方式要件を満たしていない。 

ii)  出願の主題が保護対象から除外されている。 

iii)  出願人が特許出願権を有していない、または出願権が 2 以上の者に帰属する場

合において 1 名もしくは数名が出願に同意していない。 

iv)  出願が知的財産法第 89 条に反して行われた、すなわち、出願人がベトナム居

住者でない場合において適法な代理人を通じて出願が行われなかった。 

v)  出願人が所定の手数料および料金を納付していない。 

 

方式要件についての審査は、出願日から1カ月以内に完了しなければならない。

「方式上必要な一般要件」に記載した何れかの情報または書類が期限内に提出さ

れない場合、出願人は、当該情報または書類を提出するよう求められる。特許出

願が方式要件を満たす場合には、出願日が付与される。出願日は、次の何れかで

ある。 

i) 出願が適法に行われた場合または出願人が欠陥の補正の求めに応じた場合

は、NOIPが出願を受理した日 

ii)  PCT出願の場合は、PCT出願の出願日 

 

これに関して、NOIPは、出願人に対し「方式要件に適合しているとの受理通

知」を発する。出願が方式要件を満たさない場合、NOIPは、「出願受理拒絶通

知」により出願を拒絶するか、通知記載の期間内に訂正または補正を行うよう出

願人に通知し、要求することができる。通常、この期間は1カ月で、出願日には

影響しない。 

 

発明の単一性 

 特許出願は、単一性の要件を満たさなければならない。具体的には、発明また

は実用新案の出願は、それが1の発明のみについて、または単一の一般的発明概

念を形成するように連関している一群の発明について行われる場合に、この要件

を満たすとみなされる。審査中の特許出願が発明の単一性の要件を満たさない場

合、出願人は、出願を補正するか、出願を分割し、それぞれの出願が1の発明の

みについて行われるよう求められる。分割出願は、担当官庁の求めに応じて、ま

たは出願人自らの判断により、審査期間中に行うことができる。 
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 NOIP が PCT の受理官庁となる場合は以下のようなことがある。 

 

i) NOIP への国際出願は、英語により 3 部提出しなければならない。 

 

ii) PCT に基づき納付すべき手数料とは別に、送付手数料を納付しなければならない。 

 

ベトナムの担当官庁への国際出願を管轄する国際調査機関および国際予備審査機関

は、オーストラリア特許庁、オーストリア特許庁、スウェーデン特許庁、韓国特許庁、

欧州特許庁またはロシア特許庁である。ただし欧州特許庁は、欧州特許庁自体か、ま

たはオーストリア特許庁もしくはスウェーデン特許庁が国際調査報告を作成した出願

のみに関する国際予備審査機関であることに注意すべきである。 

 

4.2 出願公開 
 

知的財産法では、NOIP が適法として受理した特許出願は産業財産公報に公開され

る。一定の要件を満たす場合、公開により仮保護を受けられる。特に、公開日から特

許付与日までの間に何れかの者が出願に記載されている発明と同一の発明の実施を開

始した場合、出願人は、当該発明または実用新案の特許出願が、出願人より NOIP に

対して行われていることを当該実施者に通知する権利を有する。通知がなされたのに

も拘わらずその発明または実用新案の実施を続けた場合、特許付与後に、特許権保有

者は当該実施者に対し、同様の期間に他者への当該発明の使用権の移転（実施許諾）

に対して支払われる金額に相当する額の補償金を請求する権利を有する。 

 

1997 年 5 月以降、産業財産公報は NOIP から毎月 2 分冊で発行されている。A 巻に

は、発明特許、実用新案特許、意匠特許の出願および知的財産に関する現行法につい

ての情報が掲載される。B 巻には、付与された特許、商標登録証、商品の原産地名称

の使用権証明書に関する情報、並びに保護証書の修正、更新、効力停止、取り消しお

よび知的財産の譲渡に関する情報が掲載される。 

 

全ての国内特許出願は、異議申し立てのために、出願日からまたは優先権が主張さ

れている場合は優先日から起算して 19 カ月目に公開される。但し、以下の場合を除

く。 

 

i. 早期公開の請求が提出された場合。この場合、特許出願は当該請求の提出日また

は方式に関する特許出願受理日の何れか、遅い方の日から2カ月以内に公開され

る。 

 

ii. 実体審査の請求が方式に関する特許出願受理日より前に提出された場合。この場

合、特許出願は当該受理日から2カ月以内に公開される。 

 

iii. 実体審査の請求が方式に関する特許出願受理日後かつ出願日からまたは該当する

場合には優先日から19カ月目となる前に提出された場合。この場合、特許出願は

当該請求の提出日から2カ月以内に公開される。 

 

全てのPCT出願は、方式に関する受理日から2カ月以内に公開される。 

 

4.3 実体審査 
 

特許出願は、保護要件に照らしてクレームの特許性を判断し、保護範囲を決定する

ために、実体審査を受けなければならない。ベトナムには繰り延べ審査制度がある。
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つまり、特許出願の方式審査は自動的に行われるが、実体審査は、それについて明示

の請求がなされた場合に限り行われる。出願人または第三者による実体審査の請求お

よび審査手数料の納付は、発明特許出願の場合は優先日から42カ月以内、実用新案特

許出願の場合は優先日から36カ月以内に行わねばならない。期限内に実体審査の請求

（または審査手数料の納付）が行われない場合、出願は取り下げられたものとみなさ

れる。公式手続の詳細は以下の通りである。 

 

審査請求が行われた場合において、当該請求が特許出願の公開日後に提出されたと

きは請求受理の日から2カ月以内に、または当該請求が特許出願の公開前に提出され

たときは特許出願と併せて、請求の公告が公報に掲載される。これは、利害関係人が

特許付与に対して異議申し立てできるようにするための公告である。 

 

実体審査は、（i）請求が特許出願の公開日後に提出されたときは審査請求日から

18 カ月以内に、または（ii）請求が特許出願の公開前に提出されたときは公開日から

18 カ月以内に完了しなければならない。 

 

この段階で、審査官は、特許出願が保護要件（新規性、進歩性、利用可能性）を満

たすか否かを確認する。法は、担当官庁は関係分野の専門機関や専門家の意見を求め

ることができると定めている。 

 

4.3.1 新規性 
 

知的財産法第 60 条によれば、発明は、特許出願の出願日または優先権が主張され

ている場合は優先日より前に、その分野における通常の知識を有する者が当該発明を

実施できる程度に国内外で使用、文書での説明またはその他の方法により世界のいか

なる地域においても開示されていなければ、新規なものであるとみなされる。次のよ

うな情報源における開示は、新規性にとっての障害となる。外国における発明または

実用新案に関する情報源での説明（公表の日の時点で）。印刷物、写真、フィルム、

磁気テープ、磁気ディスク、光ディスク等その他の情報源での説明（当該情報源が最

初に出回った日の時点で）。ラジオ、テレビ等マスメディア情報源での説明（公表日

の時点で）。何らかの手段で記録された科学報告、講演等での説明（報告または講演

の日の時点で）。博覧会での展示（博覧会の開催日の時点で）（博覧会に関する猶予

期間については以下を参照）。ただし、後の出願で主張される発明の新規性は、先の

優先日または出願日を有する公開前の出願によって脅かされることはない。以上のこ

とからわかるように、絶対の世界的な新規性が要求される。同法は、情報が秘密保持

義務を有するごく限られた者だけに知られているときは、当該情報は公開されたとみ

なされないと定めている。 

 

発明が以下の状況で公開されたときは、特許出願がその公開の日から 6 カ月以内に

行われれば、新規性を失わないものとみなされる。 

 

i)  出願権を有する者の許可なく第三者により公開された場合 

 

ii)  出願権を有する者が学術発表の形式で公開した場合 

 

iii) 出願権を有する者がベトナムの国内博覧会、または公式もしくは公式と認

定される国際博覧会で展示した場合 
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4.3.2 進歩性 
 

進歩性は発明のみの特許要件であり、実用新案の要件ではない。これは、基本的に

は非自明性の要件である。知的財産法第 61 条は、発明は、特許出願の出願日または

優先権が主張されている場合は優先日より前に国内外で使用、文書での説明またはそ

の他の方法により公開されたあらゆる技術的解決手段を考慮して、独創的な進歩

（inventive progress）を構成し、その分野における通常の知識を有する者が容易に創

作できないものであるときは、進歩性があるものとみなされると定めている。 

  

4.3.3 産業上の利用可能性 
 

旧法に定められていた「社会経済分野での利用可能性」という文言は、「産業上利

用することができる」という文言に変わった。これは、各国の特許法で多用されてい

る用語である。この要件は知的財産法第 62 条に規定されている。同条によれば、発

明は、製品の大量生産もしくは製造に利用できるとき、または発明の内容である方法

を繰り返し利用し、安定した結果を得ることができるとき、産業上利用することがで

きるものとみなされる。 

 

特許出願の審査後、審査官は、実体審査の結果に関する通知を出願人に送付する。 

 

i) 特許出願に補正または訂正が必要な場合、出願人は補正または訂正のため

に2カ月を与えられる。 

 

ii) 特許出願が保護要件を満たさないために拒絶される場合、出願人は、拒絶

理由通知に応答するために2カ月を与えられる。 

 

iii) 発明が特許を受けられるものである場合、特許権者は、公告・付与手数

料を納付しなければならない。 

 

実体審査中、出願人は、その裁量により、出願書類に補正または追加を行うことが

できるが、保護の範囲を拡張したり、保護を求める発明や実用新案の性質を変更した

りすることはできない。その他の場合は新たな出願が必要となる。 

 

NOIP の査定に対する審判請求は、当該査定が発せられた日から 3 カ月以内（この

期間は延長できない）に同庁に提起することができる。出願拒絶または特許付与拒絶

に対する審判請求は、出願人が提起できる。特許付与に対する審判請求は、第三者が

提起できる。審判請求の根拠となる理由および意見を記載し、審判請求人が望む当該

査定の変更または取り消しについても的確に記載しなければならない。審判請求につ

いての決定に対して、科学技術省に更に審判請求するか、行政訴訟を提起することが

できる。 

 

特許付与拒絶の通知が発せられるまでは、出願人は、所定の手数料を納付した上で、

当該出願の実用新案特許出願への変更を請求することができる。出願人は、特許付与

拒絶の通知が発せられるまでに出願を変更しなかった場合、実用新案についての新た

な特許出願を行わねばならない。この出願は、元の発明特許出願の出願日および優先

日（保持される）を継承する。発明特許の出願に関して納付された出願・審査手数料

は返還されない。今のところ、実用新案特許の付与は、発明特許の付与に加えてでは

なく、発明特許の付与に代える場合に限り出願することができる。 
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出願人は、出願の係属中いつでも、出願取り下げ書を提出することにより、特許出

願を取り下げることができる。ベトナムの代理人による出願取り下げ書の提出につい

ては、当該代理人に対する取り下げの委任が明示されている委任状が必要である。特

許出願がその公開前に取り下げられた場合、当該出願は NOIP に出願されなかったも

のとみなされる。 

 

審査により発明が特許を受けられると判断された場合、出願人は、付与・公告に係

る手数料および最初の年金を納付しなければならず、その後、特許が付与され、登録

簿に登録される。特許証交付の通知および特許の要約は産業財産公報に公告され、特

許証が交付される。特許証には、出願番号、出願日、優先日、特許弁護士の氏名、発

明者の氏名、発明の名称、特許証番号、保護の範囲および期間が記載される。 

 

4.4 異議申し立て 
 

現行法は、出願公開日から特許付与日までの間であればいつでも、第三者は担当官

庁に対し、公開された出願に記載されている発明の特許性に関して意見書を提出する

ことができると定めている。第三者が特許を付与すべきでないという意見であれば、

当該第三者はその理由を記載し、その裏付けとなる関連書類および情報を提出しなけ

ればならない。 

 

4.5 料金 
 

出願時に、出願手数料並びに 5 頁を超える出願の 1 頁ごとの追加手数料および 1 個

を超える対象ごと（each object）の追加手数料を納付しなければならない。基本の公

開手数料および 1 枚を超える各図面の公開に係る追加手数料から成る公開手数料を納

付しなければならない。更に、優先権主張の 1 の主張ごとに手数料を納付しなければ

ならない。 

 

実体審査については、出願日または優先権が主張されている場合は優先日から 42

カ月以内に審査手数料の納付（および審査請求の提出）を行わねばならない。ベトナ

ムを指定国とする PCT 国際特許出願の国内段階の場合も、優先日から 42 カ月以内に

審査手数料の納付（および審査請求の提出）を行わねばならない。特許を付与し得る

と判断された場合、付与・公告に係る手数料および最初の年金を納付しなければなら

ない。 

 

5. 存続期間 
 

知的財産法第 93 条では、発明特許は、ベトナムの領土内で有効で、年金の納付を

条件として、特許付与日から効力を有し、出願日から起算して 20 年が経過したとき

に満了し、これを延長することはできない。実用新案特許は、特許付与日から効力を

有し、出願日から起算して 10 年が経過したときに満了する。 
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発明特許登録審査手続 

＊国家知的財産権庁 **科学技術省 

優先日 

（国内出願） 

12 ヵ月または 

31 ヵ月 

（PCT 出願） 
NOIP への特許出願 

方式に関する受理通知 

異議申し立ての公告 

実体審査の請求 

拒絶通知 

特許付与の決定 

特許付与・公告の 

手数料の納付 

特許付与 

特許の公告 

補正または補充の通知 

通知に対する応答 

却下の通知 

取り下げ 

実体審査の請求なし NOIP への 

異議申し立て 

異議申し立ての通知 

通知に対する応答 

拒絶通知に対する応

答 

拒絶 

審判請求 

NOIP 長官の決定 

拒絶 

MOST**大臣への 

審判請求 

MOST 大臣の決定 

拒絶 

裁判所 

への提訴 

1 ヵ月 

2 ヵ月 

12 ヵ月 

42 ヵ月 

方式審査 

3 ヵ月 

実体審査 

3 ヵ月 

30-45 日 

30 日 
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5.1  特許権の消滅 
 

知的財産法第 95 条によれば、特許は次の場合に効力を失う。 

 

i)  特許保有者が所定の維持料を納付しない場合 

 

ii)  特許保有者が特許権を放棄する場合 

 

iii) 特許保有者がもはや存在せず、正当な承継人がいない場合 

 

特許保有者が所定の期限までに維持料を納付せず、当該期限が満了したときは、職

権により、維持料が納付されなかった年の最初の日から当該特許の効力を終了させる。

NOIP は、産業財産登録簿に特許権の消滅を記録し、産業財産公報にその旨公告する。 

 

特許保有者が特許権の放棄を宣言した場合、NOIP は、当該保有者の宣言を受理し

た日から当該特許の効力を終了させる。 

 

第三者は、所定の手数料の納付を条件として、法に定める場合における特許の効力

の終了を NOIP に請求することができる。NOIP は、終了の請求において第三者が提

示した意見を審査した上で、当該特許の効力終了の決定または終了請求拒絶の通知を

しなければならない。 

 

5.2  特許の無効 
 

特許は、次の場合に完全に無効とされる。 

 

i) 出願人が発明の出願権を有しないか、または出願権を譲渡されていなかった

場合 

 

(ii) 発明が特許付与日において保護要件を満たしていなかった場合 

 

特許は、保護対象の一部が保護要件を満たしていないときは、一部無効とされる。 

 

特許の有効期間中、第三者は、所定の手数料の納付を条件として、上記の場合にお

ける特許の無効を NOIP に請求することができる。NOIP は、特許無効の請求および第

三者の意見を審査した上で、当該特許の全部もしくは一部無効の決定または全部もし

くは一部無効拒絶の通知を行わなければならない。 

 

5.3  特許内容の訂正 
 

第 97 条では、知的財産法は、所定の手数料の納付を条件として、特許保有者が発

明者または保有者の氏名および住所の変更または訂正のために特許内容の訂正を

NOIP に請求することを認めている。特許保有者は、1 以上の独立クレームまたは従

属クレームの取り消しにより特許権の範囲を減縮する請求をすることもできる。この

場合、担当官庁は再審査を行わねばならず、特許保有者はその手数料を納付しなけれ

ばならない。 

 

6.  年金の支払い 
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特許出願の係属中は、維持料は不要である。年金は、特許付与時から各年について前

納により納付しなければならない。最初の年金は特許付与時に納付しなければならな

い。以後の年金は、各年が開始する特許付与日の応当日の前 6 カ月の間に納付しなけ

ればならない。法は 6 カ月の猶予期間を定めており、期限経過後の各月につき 10％

の割増料金が課される。年金が期限内に納付されず、割増料金が課された 6 カ月の猶

予期間内にも納付されなかった場合、特許は、年金が未納付の年の当初から失効する。 

 

7. 権利の制限 
 

特許保有者は、法に定める保護の範囲および期間内でのみ自己の権利を行使するこ

とができる。知的財産法第 7 条の定めるところにより、特許権の行使は、国家や公共

の利益、第三者の合法的な権利および利益を害してはならず、他の関連法に違反して

はならない。 

 

国防、治安、公共の福祉およびその他の国家・社会の利益の目的のために、国は特

許保有者に対し、その権利の行使を禁止もしくは制限し、または適切な条件に従って

特許保有者の 1 以上の権利の実施許諾を他者に付与させることを強制する権利を有す

る。 

 

知的財産法第 125(b)条は、「特許権の消尽」の原則を採っている。同条は、「特許

保有者（中略）は、他者に対して、（中略）海外市場を含む市場で適法に販売されて

いる製品の流通、輸入、利用を禁止する権利を有しない。但し、商標保有者またはそ

の許諾を受けた者以外の者により海外市場で販売されている製品を除く」と定めてい

る。 

 

7.1 非商業的実施 
 

知的財産法は、特許発明の非商業的実施となる行為に関する、特許権者の権利の制

限を認めている。このような行為の定義は「個人的利用や非商業目的として、または

評価、分析、研究、教育、試験、試験生産を目的として、または製造ライセンス、輸

入、製品販売の許可を得る手続きを行うための情報収集を目的として、発明を実施す

ること」として第 125(a)条に定められている。 

 

7.2 先使用権 
 

知的財産法は「先使用権」を認めている。これは同法第 134 条に明記されている。

同条により、出願日または、該当する場合は、優先日前に出願人とは関係なく発明を

実施しまたは実施を実質的に準備していた者は、当該発明の特許付与後もその実施を

続けることができる。但し、出願公開日における実施の範囲を拡大することはできな

い。この先使用権は、当該発明が利用される事業と共に譲渡される場合を除き、これ

を譲渡することはできない。 

 

7.3 輸送手段に関する制限 
 

パリ条約（第 5 条の 3）の要件に従い、知的財産法は、特許権者の権利に更に制限

を加えている。これは、外国船舶の航行を目的として、または一般的な外国輸送手段

の構造および機能において、第三者に特許発明の使用を認めることに関するものであ

る。但し、外国船舶その他の輸送手段が一時的に国内に入った場合とする。 
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7.4 強制実施許諾 
 

知的財産法では、以下の場合に強制実施許諾が付与される。 

 

(i) 特許発明の実施が国防、治安、病気の予防と治療、国民の栄養摂取その他緊

急の社会的需要を満たすための非商業目的の場合。 

(ii) 特許権者が、特許出願日から 4 年または特許付与日から 3 年の満了前に、国

防、治安、病気の予防と治療、国民の栄養摂取その他緊急の社会的需要を満

たすために発明を実施しない場合。 

(iii) 発明の実施を希望する者が、合理的な対価と取引条件に関する交渉のために

合理的な期間内に努力したにも拘わらず、発明の専用使用権者と特許実施許

諾契約の締結について合意できない場合。 

(iv) 特許権者が、競争に関する法令および規則によって禁止されている競争制限

行為を行っていると認められる場合。 

 

知的財産法は、従属発明の保有者が、基本発明の保有者に合理的な対価と取引条件

で、その発明の使用許諾の付与を要請できることを初めて認めている。強制実施許諾

は、基本発明の保有者が正当な理由なしに上記要請を拒絶する場合に付与される。 

 

利害関係人は、特許に基づく強制実施許諾の付与を科学技術省に申請することがで

きる。強制実施許諾付与の申請が行われた場合、特許保有者またはその専用実施権者

（いる場合）に通知される。科学技術省は、契約による実施許諾の付与について交渉

するよう当事者に要求することができ、その場合において当事者が合意できず、特許

保有者が実施許諾をしない理由が不当と判断されたときは、強制実施許諾が付与され

る。強制実施許諾は非独占的なものとなる。特許保有者は、強制実施許諾付与の決定

に定める報酬を受け取ることができる。 

  

8. 権利譲渡と実施許諾 
 

発明特許およびその係属中の出願は、譲渡することができる。譲渡は書面でなされ

るものとし、効力発生のためには NOIP に登録しなければならない。譲渡契約はベト

ナム語によるか、ベトナム語翻訳文を添付するものとし、譲渡人と譲受人が署名しな

ければならない。但し、公証および認証は不要である。 

  

特許に基づく実施許諾契約は書面でなされるものとし、第三者に対して法的強制力

を有するためには NOIP に登録しなければならない。ライセンシーの変更を含む実施

許諾契約の変更も登録しなければならない。 

 

実施許諾特許の侵害がライセンシーに不利益となる場合において、ライセンサーが

ライセンシーより侵害の通知を受け、措置を講じるよう依頼された日から 3 カ月後に

適切な措置を講じていないときは、ライセンシーは、所管当局に措置を講じるよう求

めることができる。 

 

実施許諾されている特許の保有者は、ライセンシーが同意する場合に限り、当該特

許を放棄することができる。但し、特許の共同保有者は、残りの共同保有者のために

その持分をいつでも放棄することができる。 

 

9. フォーム（付属資料 A- フォーム 4 – 発明特許出願書を参照。） 

10. 料金（ 付属資料 Bを参照。） 
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付属資料  A
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Form 4 

APPLICATION FOR GRANT OF PATENT FOR INVENTION 

 

APPLICATION  

FOR GRANT OF PATENT  

FOR INVENTION  
 

    To: The National Office of Intellectual Property 

      386 Nguyen Trai St., Ha Noi 
 

The undersigned hereby requests the National Office of 

Intellectual Property to examine and grant: 

    Patent for invention     

                      Patent for utility solution 

 OFFICE’S STAMP UPON RECEIPT 
OF APPLICATION 

              (For official use) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 This application is derived from PCT application number:                          International filing date: 

International Publication No.:                           Date:                               Date of choosing Vietnam 

(if any):         
   TITLE OF INVENTION INTERNATIONAL PATENT 

CLASSIFICATION 

(classify to the third digit) 

 

 

   APPLICANT     

(For organization, individual requesting grant of patent for invention/utility solution)                                    
Full name:   

Address:   

Phone No:                                         Fax:                                         E-mail : 

 Applicant is also the inventor of the invention 

 Other joint-applicant(s) is/are indicated in Supplemental page(s) 

   REPRESENTATIVE OF APPLICANT   

  as a legal representative of Applicant  

 as an Industrial Property Agent, authorized by Applicant 

 as another person, authorized by Applicant 
 

Full name: 

Address:  

Phone No.:                                          Fax:                                        E-mail: 

                   
* 
 Note: On this page and the following pages, please tick “x” in appropriate square. 
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   INVENTOR 

Full name:                                                                                                         Nationality: 

Address:                                                                                         

Telephone No.:                                               Fax:                                                     E-mail:  

 Other co-inventor(s) is/are indicated in Supplemental page(s) 

  PRIORITY CLAIM PRIORITY DOCUMENT(S) 

 Based on the first application(s) filed in Vietnam 

Based on the first application(s) filed under the 
Paris Convention 

 Based on the first application(s) filed under 
another Agreement, namely: 

Application No. 
  

Filing Date 
  

Country 
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 DEMAND FOR EXAMINATION AS TO 

SUBSTANCE 

 Demand for normal examination 

 Demand for expedited examination, for ... 
months 

                                 CONVERSION 

 Conversion to an Application for grant 
patent for utility solution if the solution does 
not involve inventive step 

                                                                      FEES 

Kinds of fees Amount 
Official 

Fees 

  Filing fee ..... claims   
independent claims 

 

  Filing fee for extra pages from the 6th one ..... pages  

  Fee for claiming priority                                                       

  Fee for application publication   

 Publication fee for further drawing from 2
nd

 one ..... drawings  

 Search fee for examination as to substance ..... claims    
independent claims 

 

 Fee for examination as to substance ..... claim     
independent claims 

 

 Fee for conversion of application   

Total fees payable: 
Payment receipts (where payment made by mail or transfer): 

 

                               DOCUMENTS ATTACHED 

Minimum documents: 

 Application, consists of ....... pages   x ... copies 

 Specification in ......language, consists of ..... pages 

 Receipt of payment of fees 
Other documents: 

 Specificatin in .......language, consists of ..... pages 

 Vietnamese translation, consists of........... page 

 Power of Attorney in  ........., consists of .....page(s)         

     Vietnamese translation, consists of ........ page(s) 

     Original    

     Copy (  the original will follow 

               the original was filed together with application 
No.::….) 

 Priority documents  

 Copy of the first application, consists of.......copies 

 Deed of assignment of priority rights (if to be a beneficary from 
another person) 

 Document evidencing the right to file application (if to be a 
beneficiary from another person) 

 Other documents indicated in Supplemental page(s) 

CHECK LIST 
(For official use) 

 

  

  
 

  

  

                           

 

 

                                

 

 

                                

 

 

                    

COMMITMENT OF APPLICANT 

I hereby undertake that the information stated above is true and correct to my knowledge and I shall 

bear all legal liability for any false or untrue content therein. 

                                                                                       Made in: ……on (d/m/y) 

Signature and full name of Applicant/representative of Applicant 
                                                                                                  (position and seal if any) 

 

 

 

 

                                                                                      There is/are .... supplemental page(s) 

APPLICATION 

RECEIVING 

OFFICER 

(Full Name and 

Signature) 
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Supplemental page No: 

 

                                                            JOINT APPLICANTS 

(Other than the Applicant specified in the first page) 

Full name: 

 

Address: 

   

Telephone No.:                                                 Fax:                                                     Email: 

 This Applicant is also the inventor of the invention/utility solution 

 Request grant of copy of Patent for invention/utility solution 

Full name: 

 

Address: 

   

Telephone No.:                                                 Fax:                                                     Email: 

 This Applicant is also the inventor of the invention/utility solution 

 Request grant of copy of Patent for invention/utility solution 

                                                      CO- INVENTOR(S) 

(Other than the inventor specified in the first page) 
 

Full name:                                                                                                           Nationality: 

                                                                                       

Address: 

   

Telephone No.:                                                 Fax:                                                     Email: 
 

Full name:                                                                                                           Nationality: 

                                                                                       

Address: 

   

Telephone No.:                                                 Fax:                                                     Email: 

                                                                OTHER DOCUMENTS 
(Specify each document, number of pages.....) 

 

 

 

 

  SIGNATURE OF THE APPLICANT OR THE REPRESENTATIVE 

 

 

 

 

 

There is/are .... supplemental page(s)                                                                                                    
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付属資料 B 

 

 

 

 

 

 

 

ベトナムにおける特許、実用新案、工業意匠、集積回路の回

路配置、商標、地理的表示、著作権の各種料金表 

 

 

 

（参考）     

 

 

 

 

 

（2009 年 3 月 21 日現在） 

        

 

 

 

 

各種料金表（料金一覧の例） 
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＜注＞ 

 

 この料金一覧は財務省の 2009 年 2 月 4 日付の通達第 22/2009/TT-BTC 号による変更を含むもので
ある。 

 
 通達第 22/2009/TT-BTC 号に従い、知的財産権分野のすべての出願について公定料金はベトナム通

貨ドンで表示されている。 

 
 米ドル建ての公定料金は単に参考のためである。算定は、ベトナム国立銀行の公式サイト

（www.sbv.gov.vn）で発表された為替レートを基に四捨五入して行っている。 

 
 請求書は発行の際の実際の為替レートで計算されて発行される。 

 

 代理人費用は事務所により異なるが一例を参考のため示す。一覧表に表示されていないものは時

間単位で課金される。 

 一覧表に表示されている金額は最低料金のものとして推奨されたもので、送金の際に為替レートの
変動により変わることがある。 

 
 特急の要請の場合には割増料金が適用される。 
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  公定料金 

(ドン) 

公定料金 

(米ドル 

概算) 

弁護士費用 

(米ドル) 

 特許および実用新案 
   

 A – 出願、審査、特許付与    

1 a. 国内出願またはPCTの国内段階の手続き（紙形式での出

願）： 

   

 - 最初の独立クレーム 180,000 11 200 
 - 同一の出願におけるそれ以後のそれぞれの独立クレーム

につき 

180,000 11 70 

 - 明細書について 5 頁目以後の各頁に対する割増料金 12,000 0.7 1 

 b. 国内出願またはPCTの国内段階の手続き (電子形式のコ

ピーを添えた紙形式での出願）： 

   

 - 最初の独立クレーム 150,000 9 200 
 - 同一の出願におけるそれ以後のそれぞれの独立クレーム

につき 

150,000 9 70 

 - 明細書について 5 頁目以後の各頁に対する割増料金 12,000 0.7 1 

 c. 国内出願またはPCTの国内段階の手続き（電子出願）：    

 - 最初の独立クレーム 100,000 6 200 
 - 同一の出願におけるそれ以後のそれぞれの独立クレーム

につき 

100,000 6 70 

 - 明細書について 5 頁目以後の各頁に対する割増料金 12,000 0.7 1 

2 優先権主張：    

 a. 最先の優先権 600,000 36 50 

 b. 追加のそれぞれの優先権につき 600,000 36 30 

3 出願中のものについて明細書、クレーム、図面等に対す

る補正 

120,000 7 100 

4 出願分割 120,000 7 60 

5 出願公開／補正された出願の公開／分割された出願の公

開 

120,000 7 40 

 図面について 2 枚目以後のそれぞれの公開につき 60,000 3.5 4 

6 発明または実用新案特許の出願審査請求（審査のための調

査を含む。） 

   

 a. 最初の独立クレーム 540,000 32 100 

 b. 同一の出願におけるそれ以後のそれぞれの独立クレー

ムにつき 

540,000 32 50 

7 期間徒過後の出願審査請求またはPCTの国内段階の手続き

（本来の期限から 6 ヶ月以内） 

200,000 12 40 

8 特許（発明）から実用新案への出願変更およびその反対の

出願変更 

120,000 7 60 

9 特許付与    

 - 最初の独立クレーム 120,000 7 120 

 - 同一の出願におけるそれ以後のそれぞれの独立クレーム

につき 

100,000 6 0 

10 特許の公告およびその登録 240,000 14 40 

 図面について枚目以後のそれぞれの公告につき 120,000 7 7 

11 存続期間延長の請求 120,000 7 40 

     
 B – 異議申し立て    

1 異議申し立て    

 a. 最初の独立クレーム 420,000 25 時間料金 

 b. 同一の出願におけるそれ以後のそれぞれの独立クレー

ムにつき 

420,000 25 時間料金 

2 最初の独立クレームについて、異議申し立てに対する応

答 
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  公定料金 

(ドン) 

公定料金 

(米ドル 

概算) 

弁護士費用 

(米ドル) 

 a. 最初の独立クレーム - - 時間料金 

 b. 同一の出願におけるそれ以後のそれぞれの独立クレー

ムにつき 

- - 時間料金 

     
 C – 査定不服申し立ておよび無効請求    

1 特許出願拒絶査定に対する不服申し立て（それぞれの独立

クレームにつき） 

540,000 32 時間料金 

2 特許無効請求 300,000 18 時間料金 

     
 D – 強制実施許諾    

1 強制実施許諾裁定請求（それぞれの独立クレームにつき） 500,000 30 180 

2 強制実施許諾裁定請求審査（それぞれの独立クレームにつ

き） 

1,000,000 60 60 

3 強制実施許諾裁定（それぞれの独立クレームにつき） 300,000 18 120 

     
 E – 登録    

1 出願人の名前・名称、住所、出願代理人の変更の登録お

よびその公開 

240,000 14 60 

2 特許権者の名前・名称、住所、特許代理人の変更の登録

およびその公開、登録簿への記載 

360,000 21 60 

3 出願中の権利譲渡の登録およびその公告 240,000 14 60 

4 特許に関する権利譲渡または実施許諾の登録およびその

公開、登録簿への記載 

690,000 41 100 

     
 その他のサービス：    

1 特許証の写しの取得 120,000 7 120 

 頁目以降頁ごとの追加料金 5,000 0.4  

2 書類の証明つきコピーの取得 12,000 0.7 30 

 頁目以降頁ごとの追加料金 5,000 0.4 0.4 

3 出願に関する資料の翻訳（100 語あたり）：    

 a. 英語からベトナム語   10 

 b. ベトナム語から英語   15 

4 ベトナム産業財産権公報で公告された特許の調査（主題

毎） 

  150 

5 分類（主題毎） 100,000 6 100 

     
 F - 年金    

1 年金（各年およびそれぞれの独立クレームにつき）：   50 米ドル 

（最初の独立

クレーム）プ

ラス 10 米ドル

（同一特許の

それ以後のそ

れぞれの独立

クレームにつ

き） 

 

当該年金の
10% 

 1 年目および 2 年目 300,000 18 

 3 年目および 4 年目 480,000 29 

 5 年目および 6 年目 780,000 47 

 7 年目および 8 年目 1,200,000 72 

 9 年目および 10 年目 1,800,000 110 

 11 年目から 13 年目 2,520,000 152 

 14 年目から 16 年目 3,300,000 198 

 17 年目から 20 年目 4200000 252 

2 6 ヶ月の猶予期間内で遅延支払いの月当り割増料金： 当該年金の 10%  

    

 工業意匠 
   

 
 

   

 A - 出願、審査、意匠特許付与    
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  公定料金 

(ドン) 

公定料金 

(米ドル 

概算) 

弁護士費用 

(米ドル) 

1 a. 出願（紙形式での出願）：    

 一つの意匠につき 180,000 11 60 

 同一出願のそれ以後のそれぞれの意匠につき 180,000 11 30 

 b. 出願（電子形式のコピーを添えた紙形式での出願）：    

 一つの意匠につき 150,000 9 60 

 同一出願のそれ以後のそれぞれの意匠につき 150,000 9 30 

 c. 出願（電子出願）：    

 一つの意匠につき 100,000 6 60 

 同一出願のそれ以後のそれぞれの意匠につき 100,000 6 30 

2 審査（審査のための調査を含む）：    

 一つの意匠につき 420,000 25 120 

 同一出願のそれ以後のそれぞれの意匠につき 420,000 25 15 

3 優先権主張：    

 a. 最先の優先権 600,000 36 50 

 b. 追加のそれぞれの優先権につき 600,000 36 30 

4 分類 100,000 6 50 

5 出願中のものの補正 120,000 7 100 

6 出願分割 120,000 7 60 

7 出願公開、補正された出願の公開、分割された出願の公

開 

120,000 7 40 

 図面について 2 枚目以後それぞれの公開 60,000 3.5 10 

8 書類または期間延長請求の期間徒過後の提出 120,000 7 40 

9 意匠特許の付与（最初の 5 年間） 240,000 14 120 

 意匠について 2 つ目以後それぞれの意匠につき 100,000 6 0 

 図面について 2 枚目以後それぞれの図面につき 60,000 3.5 10 

10 意匠特許の公告 120,000 7 40 

 図面について 2 枚目以後それぞれの図面につき 60,000 3.5 10 

11 更新    

 a. 最初の更新 540,000 32 50 

 b. 2 回目以後のそれぞれの更新につき 540,000 32 0 

12 更新の公告およびその登録簿への記載 240,000 14 40 

 図面について 2 枚目以後それぞれの図面につき 60,000 3.5 10 

     

 B – 異議申し立て    

1 異議申し立て 300,000 18 時間料金 

2 異議申し立てに対する応答 - - 時間料金 

     
 C – 不服申し立ておよび無効請求    

1 意匠特許出願拒絶に対する不服申し立て 300,000 18 時間料金 

2 意匠特許出願拒絶査定に対する不服申し立て（それぞれの

不服申し立てにつき） 

300,000 18 時間料金 

3 意匠特許無効請求    

 a. 第三者の代理 180,000 11 時間料金 

 b. 意匠特許を受けた者の代理 180,000 11 時間料金 

4 意匠特許の取消し 300,000 18 時間料金 

     
 E – 登録    

1 出願人の名前・名称、住所、出願代理人の変更の登録お

よびその公開 

240,000 14 60 

2 意匠特許権者の名前・名称、住所、特許代理人の変更の

登録およびその公開、登録簿への記載 

360,000 21 60 
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  公定料金 

(ドン) 

公定料金 

(米ドル 

概算) 

弁護士費用 

(米ドル) 

3 意匠の限定の登録、その公開および登録簿への記載 360,000 21 40 

4 出願中の権利譲渡の登録およびその公開 240,000 14 60 

5 意匠特許に関する権利譲渡または実施許諾の登録、その

公開および登録簿への記載 

690,000 41 100 

 その他のサービス：    

1 意匠特許証の写しの取得 120,000 7 120 

 2 頁目以降頁ごとの追加料金 5,000 0.3  

2 書類の証明つきコピーの取得 12,000 0.7 20 

 2 頁目以降頁ごとの追加料金 5,000 0.3 0.2 

3 調査（それぞれの意匠につき） - - 120 

     
 集積回路の回路配置 

   

 
 

   

 A - 出願、審査、特許付与    

1 a. 出願（紙形式の出願）： 180,000 11 60 

 b. 出願（電子形式のコピーを添えた紙形式での提出）： 150,000 9 60 

 c. 電子出願 100,000 6 60 

2 出願中のものの補正 120,000 7 30 

3 出願／補正／分割の公告 120,000 7 20 

4 権利証付与 120,000 7 60 

5 権利証の登録および公告 240,000 14 30 

6 期間の延長請求 120,000 7 30 

     

 B - 不服申し立ておよび無効請求    

1 出願拒絶に対する不服申し立て 300,000 18 時間料金 

2 権利証無効請求 300,000 18 時間料金 

     

 C – 登録    

1 出願人の名前・名称、住所、出願代理人の変更の登録お

よびその公告 

240,000 14 60 

2 権利者の名前・名称、住所、代理人の変更の登録、その

登録簿への記載および公告 

360,000 21 60 

3 出願中の権利譲渡の登録 240,000 14 60 

4 権利証の権利の譲渡または実施許諾の登録、その公告お

よび登録簿への記載 

690,000 41 100 

     
 その他のサービス：    

1 特許証の写しの取得 120,000 7 30 

 2 頁目以降頁ごとの追加料金 5,000 0.3 0.2 

2 書類の証明につきコピーの取得 10,000 0.7 30 

 2 頁目以降頁ごとの追加料金 5,000 0.3 0.2 

     

 商標 
   

 
 

   

 A - 出願、審査、登録承認    

1 a. 出願（紙形式の出願）：    

 - 商品／役務の 1 区分 6 品目につき 180,000 11 40 

 - 同一出願においてさらに 1 区分 6 品目毎に 180,000 11 30 

 - 7 品目から追加の商品／役務の 1 品目毎に 30,000 2 2 

 b. 出願（電子形式のコピーを添えた紙形式の出願）：    

 - 商品／役務の 1 区分 6 品目につき 150,000 9 40 

 - 同一出願においてさらに 1 区分 6 品目毎に 150,000 9 30 
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  公定料金 

(ドン) 

公定料金 

(米ドル 

概算) 

弁護士費用 

(米ドル) 

 - 7 品目から追加の商品／役務の 1 品目毎に 30,000 2 2 

 c. 出願（電子出願）：    

 - 商品／役務の 1 区分 6 品目につき 100,000 6 40 

 - 同一出願においてさらに 1 区分 6 品目毎に 100,000 6 30 

 - 7 品目から追加の商品／役務の 1 品目毎に 30,000 2 2 

2 審査（審査のための調査を含む）    

 商品／役務の 1 区分 6 品目につき 360,000 21 80 

 同一出願においてさらに 1 区分 6 品目毎に 360,000 21 70 

 7 品目から追加の商品／役務の 1 品目毎に 84,000 5 5 

3 優先権主張：    

 a. 最先の優先権 600,000 36 50 

 b. 追加のそれぞれの優先権につき 600,000 36 30 

4 商品および役務の区分の分類    

 - 商品／役務の 1 区分 6 品目につき 100,000 6 30 

 - 7 品目から追加の商品／役務の 1 品目毎に 20,000 1.2 1 

5 出願中のものの補正 120,000 7 60 

6 出願分割 120,000 7 20 

7 出願公開／補正された出願の公開／分割された出願の公

開 

120,000 7 20 

8 書類または期間延長請求の期間徒過後の提出 120,000 7 40 

9 登録の付与 240,000 14 120 

 - 商品／分類の追加の区分それぞれにつき 100,000 6 0 

10 登録商標の公告 120,000 7 20 

11 登録の更新    

 a. 商品／役務の一区分につき 540,000 32 50 

 b. それ以後のそれぞれの区分につき 540,000 32 0 

12 更新の公告およびその登録簿への記載 240,000 14 20 

     
 B – 異議申し立て    

1 異議申し立て 300,000 18 時間料金 

2 異議申し立てに対する応答 - - 時間料金 

     

 C – 不服申し立ておよび無効請求    

1 商標登録出願却下に対する不服申し立て 360,000 22 時間料金 

2 商標登録出願拒絶査定に対する不服申し立て 360,000 22 時間料金 

3 商標登録の無効請求 420,000 25 時間料金 

4 商標登録の取消し 540,000 32 時間料金 

     
 D – 登録    

1 出願人の名前・名称、住所、出願代理人の変更の登録お

よびその公告 

240,000 14 60 

2 商標権者の名前・名称、住所、代理人の変更の登録、そ

の登録簿への記載および公告 

360,000 21 60 

3 商品／役務リストの限定登録、その公告および登録簿へ

の記載 

360,000 21 40 

4 出願中の権利譲渡の登録およびその公告 240,000 14 60 

5 登録商標に関する権利譲渡の登録、その公告および 登録

簿への記載 

750,000 45 100 

6 登録商標に関する権利の実施許諾の登録、その公告およ

び登録簿への記載 

690,000 41 100 

     
 その他のサービス：    

1 登録証の写しの取得 120,000 7 120 
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  公定料金 

(ドン) 

公定料金 

(米ドル 

概算) 

弁護士費用 

(米ドル) 

 頁目以降各頁ごとの追加料金 5,000 0.3  

2 書類の証明つき写しの取得 12,000 0.7 20 

 2 頁目以降各頁ごとの追加料金 5,000 0.3 0.2 

3 商標調査（商品または役務の区分毎）   

 a. 同一商標  

 至急の調査（2 営業日以内）  

 + 文字標章 80 

 + ロゴ 140 

  至急でない調査（5 営業日以内）  

 + 文字標章 60 

 + ロゴ 100 

 b. 類似商標  

 至急の調査  

 + 文字標章（2 営業日以内） 120 

 + ロゴ（5 営業日以内） 220 

 至急でない調査  

 + 文字標章（5 営業日以内） 100 

 + ロゴ（10 営業日以内） 180 

   
 地理的表示 

   

 
 

   

 A - 出願、審査、登録の付与    

1 a. 出願（紙形式での出願）： 180,000 11 40 

 b. 出願（電子形式でのコピーを添えた紙形式での出願）： 150,000 9 40 

 c. 電子出願 100,000 6 40 

2 審査（審査のための調査を含む） 480,000 28.8 80 

3 商品区分の分類 100,000 6 30 

4 出願中のものの補正 120,000 7 60 

5 出願分割 120,000 7 20 

6 出願公開、補正された出願の公開／分割された出願の公

開 

120,000 7 20 

7 書類または期間延長請求の期間徒過後の提出 120,000 7 40 

8 登録の付与およびその登録簿への記載 240,000 14 120 

9 登録された地理的表示の公告 120,000 7 20 

     

 B – 異議申し立て    

1 異議申し立て 420,000 25 時間料金 

2 異議申し立てに対する応答 - - 時間料金 

     

 C – 不服申し立ておよび無効請求    

1 登録出願却下に対する不服申し立て 360,000 22 時間料金 

2 登録出願拒絶査定に対する不服申し立て 360,000 22 時間料金 

3 登録の無効請求 420,000 25 時間料金 

4 登録の取消し 540,000 32 時間料金 

     

 D – 登録    

1 出願人の名前・名称、住所、出願代理人の変更の登録お

よびその公告 

240,000 14 60 

2 権利者の名前・名称、住所の変更の登録、その公告およ

び登録簿への記載 

360,000 21 60 

3 商品リストの限定登録、その公告および登録簿への記載 360,000 21 40 

     



243 

 

  公定料金 

(ドン) 

公定料金 

(米ドル 

概算) 

弁護士費用 

(米ドル) 

 その他のサービス：    

1 登録証の写しの取得 100,000 6 120 

 頁目以降の頁ごとの追加料金 5,000 0.3  

2 書類の証明付き写しの取得 10,000 0.6 20 

 頁目以降の頁ごとの追加料金 5,000 0.3 0.2 

 
 

   

 
VI – 著作権 

   

     

 A - 著作権登録の取得    

1 文学的著作物 100000 6 100 

2 写真著作物 100,000 6 100 

3 地図および技術的製図 300,000 18 100 

4 美術的著作物 100,000 6 100 

5 映画・映像著作物 500,000 30 150 

6 音声著作物    

 a. テープ録音のもの 100,000 6 100 

 b. ディスク録音のもの 200,000 12 150 

7 コンピュータ・プログラム 600,000 38 150 

8 応用美術著作物 400,000 24 200 

9 建築著作物 300,000 18 150 

     
 B – 登録    

1 著作権者の名前・名称、住所の変更の登録 - - 60 

2 権利譲渡の登録 - - 120 

 その他    

1 出願に関する資料の翻訳（100 語当たり）：    

 a. 英語、ロシア語からベトナム語へ - - 10 

 b. ベトナム語から英語、ロシア語へ - - 15 

2 商品リストの翻訳、＠＠＠10 語当たり    

 a. 英語、仏語、独語、ロシア語からベトナム語へ - - 2 

 b. ベトナム語から英語、仏語、独語、ロシア語へ - - 4 

3 タイプ、頁当たり - - 5 

4 コピー、10 頁当たり - - 2 

5 依頼人とのコンサルティング - - 時間料金 

6 審査官との面接   時間料金 

7 応答内容の転送 - - 実際の費用 

8 時間料金 (米ドル)    

 シニアパートナー：   200    

 ジュニアパートナー：  150    

 シニアアソシエイト：  100    

 ジュニアアソシエイト： 75    

 パラリーガル：         25    
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