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1.

植物品種

1.1 植物新品種の保護に関するベトナム政府の政策および UPOV 条約加盟
植物品種の保護は、植物新品種保護国際同盟（一般に UPOV 条約と呼ばれてい
る）を通じて世界的に認められるようになったが、ベトナムにおいては「植物育成者
権または植物品種権」ともいう植物品種の保護は、きわめて新しい問題である。あら
ゆる学術研究活動（育成など）が政府によって全面的に助成されていたかつての中央
計画経済の下では、植物品種権などの知的財産権に対する関心が欠如していた。新品
種は公共の財産であり、その育成者は創出の証明書を交付されていた。新品種がひと
たび公表されると、多くの場合は他者によって再生産され、その育成者は創造的な努
力から利益を得る機会を奪われていた。その結果、育成者は、新品種を安定に保つこ
とにも、改良品種を開発することにも関わらないようになった。
現在、社会主義市場経済を目指して段階的に移行する中、農業生産は依然として、
ベトナム経済において非常に重要視されている。植付材料の改良品種の生産は、以前
は主に公共部門が行っていたが、食用穀物、野菜、果物、花などの種子・種苗を扱う
国内外の投資家など、民間企業がますます従事するようになってきた。植物育成分野
への民間部門の参入拡大により、農業における知的財産保護制度を発展させるために
開始されたプロセスに勢いがもたらされた。これは主に、これらの企業が「統合パッ
ケージ」（植付材料の改良品種は不可欠な構成要素である）として農業技術を提供す
ることを目指したためである。植物新品種の知的財産を効果的に保護する制度は、こ
の事業に対する投資のリターンを得るために企業の利益にとって必須条件とみなされ
ている。
さらに、米、トウモロコシ、ジャガイモ、野菜の種子および多数多様な品種の種苗
など、農業生産用の種子・種苗の年間需要が高まっている。知的財産保護をこの多様
で国際競争の激しい分野に拡大すれば、植物育成者が保護された植物品種の使用に対
する支配権を行使できるので、農業者・育成者の従来の慣行に重要な影響を及ぼすで
あろう。
国際的・地域的な統合および育成者のニーズに対処して、植物品種保護に関する法制
化が 1996 年に開始し、農業農村開発省（MARD）とハノイの UPOV 事務所との効果
的な協力という問題に取り組むようになった。ベトナム政府の努力および UPOV と
の効果的な協力の結果、2001 年 4 月 20 日に 2001 年 5 月 5 日発効の植物新品種保護
に関する政令第 13/2001ND-CP 号（「政令第 13 号」）がベトナムで正式に発布され、
その実施規則（政令第 13 号の実施を指導する 2001 年 12 月 21 日付通達第 119 号）も
それに続いた。
ベトナムでの植物新品種の保護は、2006 年 7 月 1 日に公布され、2010 年 1 月 1 日
に改正された知的財産法、および知的財産法における植物新品種の保護に関する規定
の施行の指針となる 2010 年 10 月 1 日交付の政令第 88/2010/ND-CP 号に準拠して行わ
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れる（政令第 88 号は 2006 年 9 月 22 日付の政令第 104/2006/ND-CP 号に規定されてい
た植物新品種の保護に関する旧規定に代わるものである)。
植物新品種の保護に関する法制化を完了させるために払った努力に加えて、ベトナ
ム政府は、次のような植物品種関連の活動の開発・保護のために良好な状況を創り出
すよう努力した。
1. 植物品種開発の方向を植物品種の戦略的かつ計画的な開発に基づく産業化・近代化
に向ける。
2. 植物新品種の研究、選択および創出、繁殖用種子の保存、親植物、原植物、種苗園
および品種栽培園の保護、価値の高い稀尐植物の遺伝子資源の調査、収集および保護
に対する投資に優先権を与える。

3. 収穫高が多く、品質が良好で、害虫および困難な生産条件に対する耐性がある植物
新品種を使用し、市場の需要を満たしている農業、林業または水産養殖業に従事する
組織・個人を奨励し、支援する。
4. 遺伝子資源の収集・保護、植物品種の研究、選択、創出、テスト、検査、実験、生
産および商業化に投資する組織・個人のために良好な環境を促進し、創出する。
5. 植物品種に関する先進的な技法・技術の移転を加速させるために農業、林業および
水産業の振興を促進し、研究を生産に応用する。
6. 森林植物品種の原原種、原種、親植物、原植物、種苗園の再生および保護を支援す
る。
さらに、植物新品種は食料生産を持続的に強化し、農業部門の収入を高め、開発全
般に貢献する非常に力強い手段であることを認識した上で、ベトナムにおける植物新
品種のより効果的な保護制度を制定し、ベトナムの育成者による植物新品種の創出・
開発を奨励し、明確に定義された知的財産権の原則に基づきベトナムで植物新品種に
投資し、それを創出する外国人を奨励するために、ベトナム政府は UPOV 条約に加
盟することを決定した。ベトナムは 2006 年 12 月 24 日に 63 番目の UPOV 条約加盟
国になった。
現在、農業農村開発省発行の保護対象となっている植物品種のリストには 68 の植
物属・種が収録されている。UPOV 条約第 3.2 条(ii)により、全ての植物属・種は遅
くとも 2016 年にベトナムで保護の対象とする。

1.2

1.2.1

植物育成者権に関するベトナム法制度の検討

権利取得の基本
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植物新品種の保護は、ベトナム領域内で植物新品種を選択し、創出し、また
はそれを相続する正当な権利を有する組織・個人の権利を保護すること、植
物新品種の選択、創出および使用に投資して、農業・農村の発展に貢献する
あらゆる経済分野の組織・個人を奨励することを目的としている。
植物品種は、ベトナムの特許法規の下では特許の対象外であるため27、特別
な保護制度により保護される。
現行の保護制度において、植物品種の権利（PVR）は、MARD に適切に登
録することにより取得される。登録後、保護証書が交付される。

1.2.2

植物品種の保護期間
ベトナムにおける PVR 期間は、樹木とぶどうについては権利付与日から 25
年間、その他の新品種については 20 年間である。知財法には、ベトナムで
PVR 期間を延長可能であるかという問題について規定されていない。

1.2.3

出願人適格
知財法においては、次の者が植物新品種の登録を出願することができる。
a. 自己の努力と費用を用いて、その品種を直接育成し、または発見・開発した
育成者
b. 別段の合意のない限り、契約により植物品種を育成し、または発見・開発す
るために育成者に投資した組織・個人
c. 植物品種保護を出願する権利を譲渡されたか、相続した組織・個人
外国の組織・個人も植物新品種の保護を求めることができる。ただし、外国
の組織・個人は、その国籍国がベトナムも締約国または加盟国である植物新
品種の保護に関する国際協定の締約国または加盟国である者に限定される。
ベトナムが UPOV 条約に加盟したことから、UPOV 加盟国の出願人がベトナ
ムで植物新品種の保護を申請できることは明らかである。加えて、植物新品
種の保護についてベトナムと締約した国に国籍を有しないが、ベトナムまた
は植物新品種の保護についてベトナムと締約した国に永住住所、登記住所ま
たは植物品種の実際の営業・生産場所を有する外国の組織・個人も、ベトナ
ムで植物新品種の登録を出願することができる。

1.2.4

出願代理人
ベトナムに現実の居所、駐在員事務所または植物品種の実際の営業・生産
場所を有する出願人は、MARD に直接又はベトナム国内の適格な代理人を通
じて、植物新品種の登録を出願することができる。ベトナムに居所、本社も
しくは駐在員事務所または植物品種の実際の営業・生産場所を有しておらず、
ベトナムで植物新品種の登録を希望する出願人は、ベトナム国内の適格な弁

27

新知的財産法第 59 条 5 項を参照。
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理士を自己の代理人に指名し、その指名代理人を通じて保護申請をしなけれ
ばならない。

1.2.5

先願主義
複数の出願人が同一の植物新品種の登録を別の日に独立して出願した場合、
最初の出願人が登録の権利を有する。複数の者が同一の植物品種の登録を出
願した場合において、それらの出願が同一の優先日を有するときは、出願人
は、いずれの出願の手続きを進めていずれの出願を取り下げるかについて合
意するよう要請される。出願人が合意できない場合、植物品種保護証書は、
その品種を育成し、または発見・開発した最初の育成者に交付される。

1.2.6

優先権
ベトナムの出願人も外国の出願人も、UPOV 加盟国で行った最初の出願に
よる優先権を主張することができる。ただし、最初の出願と同一の植物品種
について、最初の出願後 12 カ月以内に、ベトナムでの出願がなされることを
条件とする28。

1.2.7

ベトナムで保護される植物新品種の条件
植物新品種は、次の条件をすべて満たしている場合に保護を受けることが
できる。具体的には 29、
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

1.2.8

MARD 発行の植物属種の保護対象リストに記載されている。
区別できる。
均一である。
安定している。
その品種を特定し、同一の植物種の一般に知られている品種を指定す
る各名称と識別できる名称を用いて指定されている。これに関連して、
知財法は、数字で構成される名称（数字が品種の特徴または組成に関
連する場合を除く）、社会道徳に反するか、育成者の身元について混
同を生じるか、従前に保護された商標、商号、地理的表示またはその
品種の収穫物の名称と同一または混同を生じるほど類似しているか、
他の組織・個人の先行権利に影響を及ぼす名称など、認められない名
称も明示している。

ベトナムにおける保護された植物品種の保有者（PVR 保有者）の権利
PVR 保有者は一般に、次の基本的権利を有する30。
(i)

保護された植物品種の繁殖材料に対する権利、すなわち生産または増
殖、繁殖目的の加工、販売申し込み、販売その他のマーケティング活

28
29
30

知財法第 167 条
知財法第 158 条、第 159 条、第 160 条、第 161 条、第 162 条、第 163 条
知財法第 186 条、第 187 条、第 188 条
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動、輸出、輸入および上記のいずれかの目的のための保管の権利を行
使するか、他者による行使を認める。
(ii)

いずれかの者が権利保有者に付与された上記の権利を利用・行使する
こと、同一または類似の種に属する保護された植物品種の名称と同一
または類似の品種名称を使用すること、対価を支払わずに保護された
植物品種を使用することを禁止する。

(iii)

他の組織・個人に対し、その者による保護された植物品種の無権限使
用により生じた損害の賠償金を支払うよう求める。

(iv)

所有権を他者に相続または譲渡する。

(v)

所管当局に対し、自己の権利の侵害を処理するよう要請する。

i）で言及した権利は、本質的に保護された品種に由来し、その保護された
品種自体は本質的に他の保護された品種に由来していない品種、その反復生
産が保護された品種を反復して使用することを必要とする品種（すなわち雑
種）、または保護された品種と相違しない品種にも適用される31。また PVR 保
有者は、種苗に関して育種家が自己の権利を行使する合理的な機会がない限
りは、保護される品種の種苗を無断で使用して取得した収穫物に関して(i)と
同じ権利を有する。

1.2.9

仮保護の権利
植物品種に係る仮保護の権利は、植物新品種の保護を求める出願の公開日
から保護証書の交付日まで有効である。自己の植物新品種が他者により商業
目的で使用されていることを出願人が知っている場合、出願人は、その使用
者が使用の停止または継続を決定できるように、出願日と植物新品種の公開
日を明記した自己の出願に関する通知を書面でその使用者に通達することが
できる。保護証書が交付された時点でその者が植物新品種の使用を継続して
いる場合、証書の保有者は、その使用の範囲・期間内でその植物新品種をラ
イセンス供与した場合のロイヤリティに相当する賠償金を支払うよう、その
使用者に請求することができる32。

1.2.10

PVR 保有者の権利の制限
PVR 保有者は、植物品種が私的かつ非商業目的で使用される場合、農業者
が自己の農地で引き続き収穫するための系統として収穫物を使用する場合、
保護された植物品種と異なる他の植物新品種を育成する目的で使用される場
合は、保護された権利を享受することはできない33。

31
32
33

知財法第 187 条
知財法第 189 条
知財法第 190 条
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国家または公共の利益のために、PVR 保有者が保護された植物品種を利用
する強制的ライセンスを供与するよう所管当局から要請される場合がある34。

1.3
1.3.1

登録手続き
出願
MARD はベトナムの植物品種保護を管理している。具体的には、MARD は
保護を求める出願を受け、保護を与えるとともに、品種の技術検査も実施し
ている（区別性・均一性・安定性の DUS テスト）。

1.3.2

出願要件
植物新品種保護の登録出願に際し、下記のものを提出しなければならない。
(i)

所定の様式で作成した願書原本 3 部

(ii)

所定の様式で作成した植物品種の技術明細書 3 部およびその品種の見
本写真 3 枚（サイズは 12cm×18cm）

(iii)

委任状（該当する場合）

(iv)

正当な出願権を証明する書類（出願人がその権利を譲渡されている場
合）

(v)

優先権証明書（優先権を主張する場合）：出願時には、優先権が主張
される願書の写しが認められる。出願先の当局による願書の認証謄本
を出願日から 3 カ月以内に提出しなければならない。

(vi)

必要な手数料の支払い

次の書類を除き、願書および出願人と MARD との間の連絡文書は、ベトナ
ム語で作成しなければならない。次の書類は、他言語で作成することができ
るが、MARD の要請があった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) 優先権証明書
d) その他の裏付け書類

1.3.3
34

出願の審査

知財法第 195 条
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申請された出願は、その有効性を判断するために、出願日から 15 日以内に
方式に関する審査が行われる。出願が方式審査に合格した場合、MARD は、
出願の受理通知を発行し、DUS テストを受けるためにその植物新品種の見本
をテスト部門に送付するよう出願人に要請する。
出願は次に、実体審査に移行する。実体審査には下記を含む。
-

植物品種の新規性および名称の適切性の審査
DUS テストの結果審査。この審査の期間は、テスト部門から DUS テ
ストの結果を受領した日から 90 日間である。

出願された植物新品種が登録条件をすべて満たしている場合、MARD は、
その新品種の保護証書を交付する決定を下し、保護された植物品種を国家登
録簿に登録する。

2.

商号

2.1

権利取得の基準
商号に係る法的保護は、関連地域（営業地域）および営業分野において商号を適法
に使用することにより取得され、登録手続きを行う必要はない。

2.2
定義及び保護される商号
2.2.1 定義
商号とは、その名称を付した事業者を同一の営業分野・地域の他の事業者
と識別するために営業活動上使用される、組織・個人の名称をいう35。

2.2.2

保護される商号
知財法は一般に、商号が保護を受けるためには、その商号を付した事業者
と同一の営業分野・地域の他の事業者とを識別できるものであることを要求
している36。
商号は、次の場合に識別性があるとみなされる。

-

2.2.3

35
36

使用の結果として幅広く知られている場合を除き、固有の名称で構成され
ている。
同一の営業分野・地域において先に使用された他者の商号と同一または混
同を生じるほど類似していない。
その商号が使用される日の前に保護されていた、他者の商標または地理的
表示と同一または混同を生じるほど類似していない。

商号の保護

知財法第 4 条 21 項を参照。
知財法第 76 条を参照。
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