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B. 知的財産権の譲渡
第1節
技術移転

I.

政府の政策
ベトナム政府は、ここ数年あらゆる側面において急速に国の発展を促進することに
成功している。今後数年間、政府は、引き続き経済発展政策を遂行することになるが、
社会経済の発展を持続できるかどうかがこの政策の焦点になる。
このような発展の原動力の１つは、先進技術の応用を継続してきたことだった。ベ
トナムは WTO の正加盟国であり、他の WTO 加盟国からさらに高度な技術を得る機会
を捉えられれば、発展を持続することができるということを十分に承知している。
政府は、技術の流入を拡大することに加えて、ベトナム国内にかかる技術を普及さ
せる政策を実行する。技術の供給源にかかわらず、ベトナム経済のすべてのセクター
にこれを普及させることができなければ、技術という資本をベトナムに築き上げるこ
とはできないだろう。
政府の技術開発政策において、中小規模の企業の役割が欠かせないことに変わりは
ない。ここ数十年間、ベトナムの経済発展において中小企業（SME）が決定的な役割
を果たしてきたし、将来もそうあり続けるだろう。中小企業は、発展の原動力の 1 つ
であり、政府から強力な支援を受けてきた。たとえば、政府は、中小企業に技術移転
に関連して優先的融資および財務支援を提供する『技術革新国家基金（the National
Fund for Technology Renovation）』を設立している。
政府はまた、ベトナム独自の技術供給源を創出することを目的として、数多くの
『研究開発（R&D）』奨励政策を採用してきた。
さらに政府は、先進的もしくは先駆的技術の移転および普及を優先してきた。そし
て引き続き、ベトナムが外国からの先駆的先進技術を吸収することを重視することは
確かである。重点的に優先されるのは、以下のような先進技術である。65









強い競争力を備えた新製品をもたらすもの
新産業に道を開くもの
原料節約もしくは省エネルギーを実現するもの
新しいタイプのエネルギー、再生エネルギーを消費するもの
人の健康を保護するもの
自然災害および流行病を予防し、対処するもの
クリーン・テクノロジーと考えられ、クリーン・プロダクションまたは環境に優
しいものとなるもの
伝統的な工芸品および産業を発展させるもの
奨励対策技術の導入者もしくは考案者に対しては、以下のような優遇措置が与えら
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技術移転法第 9 条を参照。
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れる可能性がある。66






連続 4 年間の所得税免税
その後 7 年間の所得税の 50％減税
優遇融資
融資金利の補助
発明特許ライセンスおよび／または技術ライセンスにより資本拠出する法人また
は個人について、所得税の免除
科学技術開発研究または科学革新に直接使用するために輸入する商品について、
輸入関税の免除



政府の政策は、以下のような、技術移転に関するより包括的な法体系を構成する多
数の重要な法令に採り入れられてきた。






II.

科学技術法－2001 年 1 月 1 日施行
民法典－2006 年 1 月 1 日施行
商業法－2006 年 1 月 1 日施行
知的財産法－2006 年 1 月 1 日施行
技術移転法－2007 年 7 月 1 日施行、など

法令
2007 年 7 月 1 日施行の技術移転法（Law on Technology Transfer）は、次の事項を規定
している。国内での、ベトナムから海外へ、海外からベトナムへの技術移転活動。技
術移転活動に参加する団体および個人（法人）の権利義務。政府行政機関の権限。技
術移転活動の奨励・振興措置。この法律はベトナム人と外国人に同様に適用される。
2008 年 12 月 31 日付の政令第 133/2008/ND-CP 号は技術移転法の施行について詳述し、
指針を示している。

III. 概観（Review）
1.

概念
本質的に、技術とは、特許に基づいて保護されるか否かにかかわらず、資源を製品
に変換するために利用される解決法、プロセスの系統的知識および技術ノウハウの集
合体を意味する。
技術移転法における技術の定義67は、むしろ抽象的に思える。しかし、技術という言
葉の単純かつ正確な定義を特定すること、もしくはかかる定義に辿り着くことは困難
である。そのため、「法」でも、技術を技術的解決法もしくは完全なプロセスと定義
するほか、TTC により通常移転される技術の内容をより明確に定めている。つまり、
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技術ノウハウ
技術的計画、技術的解決法、技術的プロセス、技術的設計、方式、技術仕様書、
もしくはコンピュータ・ソフトウェアの形をとる技術的知識及び経験、またはそ

技術移転法第 44 条を参照。
技術移転法第 3.2 条を参照。
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のいずれか一方
製造の改善のための技術的解決法



この意味において、TTC は通常、知的財産権のライセンスを組み込んでいるか否か
にかかわらず、上記の内容の 1 以上もしくはすべての移転に関するものである。
一定の TTC に基づく技術移転68は、通常以下の方式のうちの 1 つをとる。
i)
ii)
iii)

2

技術文書の発送
移転先従業員の研修
技術援助の提供

要点

2.1 形式
TTC は、書面で締結されなければならない。この要件を遵守しない場合、TTC は無
効とされることになる。新法における『書面による TTC』の概念は、従来の認識より
広義であり、特に TTC の書面の形式は、もはや物理的に書かれる紙として理解されず、
電報、テレックス、ファクス、もしくは電子メッセージにも拡大される。
TTC になんらかの知的財産権のライセンスが含まれる場合、その当事者双方は、か
かるライセンスを TTC の別の部分に配置しなければならないことにも注意する必要が
ある。ライセンスの条項および条件のすべてではなく、ライセンスの範囲および種類、
ならびにライセンスの対価など主要なもののみを、別の部分に分割しなければならな
い。

2.2 対価
契約当事者双方は、特定の TTC の価格について自由に合意することができる。TTC
の対価もしく約因に関する明示的制限は、技術移転法になんら明記されていない。し
かし、かかる対価もしく約因を過度につり上げることは許されない。
TTC は双務的関係とみなされるため、当事者自身が双方にとって公正かつ合理的な
価格を交渉し、合意する立場にある必要がある。
注意すべき例外も存在する。移転先が国有会社であるか、国からの資本拠出を受け
ている場合には、TTC の価格は、その上部団体の支配によって間接的に制限を受けて
いる。

2.3 有効期間
技術移転法では、TTC の期間に関する制限が全く設けられていない。それにもかか
わらず TTC は際限なく存続することができない。TTC の有効期間は、当事者間で合意
された日または後の当事者が合意に署名した日をもって効力を生じ、また有効となる
日の規定がない場合は、制限対象となる技術（政令 133 の附属書 II）を除き、有効期間
は所管当局が認可した日をもって効力を生じる。
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技術移転法第 18 条を参照。
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TTC に基づき外国のライセンサーにロイヤリティを送金する場合、所管局への TTC
の登録は不要である。

2.4

準拠法
尐なくとも TTC の当事者の一方が外国の当事者である場合、当事者双方は、ベトナ
ム法の原則に反しないことを条件として、TTC に適用する準拠法を選択することがで
きる。したがって、外国との技術移転の場合、当事者双方は準拠法を選択する権利を
利用することができる。

2.5

仲裁
TTC の当事者双方はまた、紛争を解決する方法を自由に決定することができる。管
轄裁判所で争うか、選択した仲裁によって紛争を解決することができる。

2.6

言語
TTC がベトナムで履行される場合、TTC は、これに添付される付属文書を含めて、
ベトナム語で作成しなければならない。
TTC に基づいてベトナムから外国へ技術を移転する場合には、当事者双方は、TTC
について適切な言語を完全に自由に選択することができる。
TTC の当事者の一方が外国の当事者である場合、TTC は、同時にベトナム語でも作
成することを条件として、外国語で記述することが許される69。かかる TTC の単なる
ベトナム語翻訳では容認されない。

2.7

登録／承認手続
技術移転法の下では、TTC により移転される技術が制限カテゴリーに該当する場合
に、TTC に対して承認手続が適用される。70。
a. 登録：
TTC の登録は多くの場合強制ではないが、契約当事者が自主的に実行することがで
きる。
奨励される分類の TTC71については、契約当事者は、この手続を開始すると、課税上
の優遇措置などの恩恵を受ける。

次の手続きが行われる。
(b1) 契約締結の日から 90 日以内に、ベトナム側当事者は所管当局に書類一式を提出し、
TTC の登録証の交付を受ける。書類一式には、下記のものが含まれる。
(i)
付属資料 A のフォーム 6 に従った TTC 登録申請書
(ii)
ベトナム語および外国語版の TTC の原本または認証謄本一通。契約書には契
69

政令 2008 年第 133 号第 7.1 条を参照。
政令 2008 年第 133 号別表 II を参照。
71
政令 2008 年第 133 号別表 I を参照。
70

167

約当事者が署名・捺印し、見開き頁毎にイニシャルを記し、捺印する。
(iii)
TTC の写し二部。
(b2)正式な申請書を受領した日から 15 営業日以内に、所管科学技術当局は TTC 登録につ
いて検討し、登録証の発行に関する決定を出す。登録が受理されない場合、所管当局は
拒絶の理由を申請者に伝えなければならない。
b. 承認：
特定技術がかかるカテゴリーに従って制限を受ける場合、当該技術の取得もしくは
移転を望む法主体は、取引を締結する前に、所管官庁から事前の同意を得なければな
らない。その後、当該取引（もしくは TTC）を締結すると、当該取引は、引き続き当
該所管官庁の承認の対象となる。
要するに、かかる場合には、TTC の当事者双方は以下の 2 つの連続した手順を踏まな
ければならない。
［最初の手順－事前同意の申請］
この手順において、特定技術の取得もしくは移転を望む法主体は、以下のものを用
意し、提出しなければならない。




所管当局の事前同意を求める申請書（政令第 133 号附属書 VII のフォーム）
申請者の法的地位を認証する文書（申請者の事業免許の認証謄本など）
問題の技術を正当化もしくは説明する FS 調査（政令第 133 号附属書 VIII のフォ
ーム）
＜注＞
科学技術省が申請を審査する所管当局であり、申請を受理した日から 30 日以内
に同意を与えるか否かを決定する。
事前の同意の受領後に、契約当事者は TTC を締結する。

［第 2 の手順－承認の獲得］
この手順では、TTC のベトナム側当事者は以下のものを作成し、提出しなければな
らない。






所管当局の承認を得るための申請書（政令第 133 号附属書 IX のフォーム）
所管当局の事前の同意
当事者双方の法的地位を認証する文書
TTC の原本一通および簡易コピー二通
当該技術と併用する機器もしくは装置がある場合には、そのリスト
＜注＞
所管当局は、事前の同意に従って当該技術の審査および評価を行い、申請が正
式なものである場合は、申請受理日から 10 日以内に TTC を承認する決定を行う。
承認されない場合、申請者は 60 日以内に必要な文書を修正／補足するよう求めら
れる。この期限を過ぎた場合は、申請を取り下げたものと見なす。
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科学技術省（MOST）は、制限対象技術の移転に関連する取引の評価および承認に責
任を負う。TTC 当事者双方の連絡すべき MOST の連絡先情報を以下に示す。
科学技術省（Ministry of Science and Technology (MOST)）
39 Tran Hung Dao Street,
Hanoi City, Viet Nam
Tel: 84-4 39439731
Fax: 84-4 39439733
Website: www.most.gov.vn

2.8 その他一般条項
一般に、TTC にはそれがベトナムの法律に反しない限りにおいて、不可抗力条項、
不可争条項、完全条項、可分条項など、一般条項を含めることができる。

IV.

制限
技術移転法も、技術移転に関する制限を設けている。技術移転の奨励と統制は、等
しく重要であると考えられている。
従来は、TTC の条項および条件に除外されるものがあった。現在は技術移転法およ
び現行規制でも、このような旧来の統制システムからは離れたものとなっている。技
術移転法では、TTC に具体的制約を課すのではなく、承認手続により、技術の流入お
よび流出の両方を間接的に統制する。
技術移転法は、統制下に置く 2 つのカテゴリーの技術を定めている。
i)

禁止される技術のカテゴリー
このカテゴリーには以下の技術が含まれる。





労働の安全、衛生、もしくは環境保護に関する法的要件を満たさないもの
社会経済の発展に悪影響を及ぼすもの、または国防、文化、安全保障、もし
くは社会の安全に悪影響を及ぼすもの
ベトナムが国際条約に参加していることによって、移転が許されないもの
国の極秘技術リストに含まれるもの

ii) 制限を受ける技術のカテゴリー
このカテゴリーには、国、人の健康、文化的品位、もしくは環境保護の利益と
なるように制約される技術が含まれる。上記の 2.7 も参照。
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ベトナムにおける技術移転契約の登録手続

MOST または DOST への申請

通告に対する応答

15 日

10 日

形式および実体要件の
審査
および
ライセンスされた技術
の鑑定

修正または
追加の通告

技術移転契約登録の受理の通知

契約の登録料および技術移転の鑑定
の通知

登録料の納付（*）

技術移転契約の登録許可
（*）注：納付は次の口座宛に行う。

State Treasure
受取人：the Office of the MOST
口座：920.01.014
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通告に対する
非応答

付属資料

204

A

Form ６

APPLICATION FORM FOR REGISTRATION OF TECHNOLOGY
TRANSFER CONTRACT
(Issued along with Decree No. 133/2008/ND-CP of the
Government dated December 31, 2008 by Annex V)

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
District of..., date…month…year…

To: Ministry of Science and Technology
Or Department of Science and Technology of

I.
Parties to the Technology Transfer Contract:
1. The transferor:
Full Name (of entity, individual):
Address:
Tel:
; Email:
; Fax:
Main manufacturing sectors:
Representative:
Title:
2. The transferee:
Full Name (of entity, individual):
Address:
Tel:
; Email:
Main manufacturing sectors:
Representative:
Title:

; Fax:

II.
Content of the Technology Transfer Contract
1. Technology transfer products
- Name of Products and product notation:
- Quality Standards (based on the standard basis, Vietnam’s Standard, International
Standard…):
- Output:
- Export ratio (if identified):
2. Content of Technology Transfer:
Content
+ Technological Know-how
+ Technical documents
+ Training
+ Technical assistance
+ Licensing of Industrial Property objects
(Patent, Utility Solution, Trademark….)

Yes

No

Notes

Registration
No:

223

III.

Documents attached with Application for Registration of Technology Transfer
Contract:
- Vietnamese version of the Contract
No. of copies:…..
- English version of the Contract
No. of copies:…..
- Other documents:
+ Investment Certificate (or Investment License, Business Registration Certificate,
Registration of Science and Technology…) of the parties to the Contract.
+ Certificate of legal representative of the parties to the Contract.
+ Written approval of the investment decisions for Technology Transfer Contract of the
competent authorities (If using State capital).
+ Power of Attorney (in case of authorization for the third party to carry out procedures for
registration of the Technology Transfer Contract).
We hereby declare under penalty of perjury that all information above is true and correct.
For and on behalf of the Parties
TRANSFEROR
(Signature, name and title of the Representative and seal)
(For Indigenous Technology Transfer or for Foreign Technology Transfer to Vietnam)
OR
TRANSFEREE
(Signature, name and title of the Representative and seal)
(For Technology Transfer from overseas into Vietnam)
Notes: For the table, mark X in the table if yes (or right)
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