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日本貿易振興機構

第5節
知的財産権侵害事件における所管当局
1. 行政措置の所管当局
運営原則
執行機関のシステムは複雑である。このシステムでは、各機関がそれぞれ縦の関係、すな
わち同系統の上位機関と下位機関の関係で別の機関に従属している一方、他の機関とも横の
つながり、すなわち、ある系統の構成機関と他系統の構成機関（省庁と省庁や（行政単位
の）省と省）の関係を持っている。
このような関係の複雑さから、ベトナムの法律ではこれら機関からなるシステムの運用を
円滑にするため、次のような基本原則を定めている。

a. 中央集権
ピラミッド型の原則と似たようなもので、システム全体の最高執行権限は政府が持ち、政
府が MOST を知的財産分野における各執行機関の共同措置の統制および調整の担当機関に任
命している。
システムの中の他の省庁や機関は、知的財産権のエンフォースメントのために MOST を支
援する機関として機能している。MOST は政府の名のもとに、知的財産権侵害に対する対抗
措置を開始するよう他の省庁や機関に指示ないし勧告をし、これによってシステム全体の共
同措置が正しい方向へ導かれるようになっている。

b. 協力
その一方で、MOST と他の省庁／機関の関係には協力的な部分がある。基本的に、MOST
と関係省庁とは同レベルにあり、いずれかが上位にあるということはない。しかし、省庁間
の関係が協調的であるという意味において、知的財産権者が把握しておくべき側面がいくつ
かある。
 独立の立場：各省庁は、システムの中で独立の立場にあり、独自の権限を持っている。
知的財産権のエンフォースメントのために、各省庁は独自の任務を与えられており、
当該任務をその権限に基づいて独自に遂行している。
 連携：一方、各省庁は知的財産権のエンフォースメントにおいて他の省庁と協力する
義務を負っている。しかし、協力に必要な措置や活動はそれぞれの省庁が法律によ
り認められた権限内で行わなければならない。
実際に、権限委譲を受けた主たる機関である科学技術省（MOST）では、その任務の遂行
に当たって以下の機関に協力を求めたり共同作業を行ったりすることが多く、その逆のケー
スもある。
- 商工省（MOIT）
- 文化スポーツ観光省（MOCST）
- 情報通信省（MIC）
- 農業農村開発省（MARD）
- 公安省およびベトナム税関総局
また、地方レベルの所管当局間で協力を求めることもある。

1.1 人民委員会
人民委員会は、専らその所轄する場所の一般事項について責任を負う。知的財産権分野で
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は、人民委員会が省および県レベルの両方のレベルで扱える一般事項として次のようなもの
がある。




当該場所における知的財産権のエンフォースメントに関連する問題の取り扱い
これらの問題に対応する部門および資源の動員
要請があれば、知的財産権エンフォースメント部門への支援の提供

地方レベルの人民委員会は個々の知的財産権侵害事件には関与しない。そのため、人民委
員会が日々の知的財産権侵害事件の対応において果たす役割は、関連省庁（または当該省庁
下の機関）に比べて重要ではない。
地方レベルの所管当局が、侵害者に対する罰金の決定など所管外となる行政上の制裁を同
レベルの人民委員会に求めたり、付託したりしなければならない場合もあり、また他のケー
スとして、同じ侵害者が同時に別の違反も犯していた場合に（種類の異なる違反でも一つの
行政当局で処理しなければならないため）事件を同レベルの人民委員会に付託することがで
きる。
知的財産権侵害のいかなる場合でも、人民委員会の機能はその他の権限ある機関の請求に
より適切な制裁（命令）を発することにあることに留意する必要がある。例えば、市場管理
部は同一レベルの人民委員会に対し課そうとする罰金が市場管理部の権限を超える場合に、
制裁決定を発するよう請求することができるのである。

1.2

専門監査局

a. 専門監査局の組織と役割
専門監査局の権限に関する法令を下記に示す。
法令
内容
法律第 56/2010/QH12 号
検査に関する法律
規 則 第 44/2002/PL-UBTVQH10 号 行政上の制裁を規定
（2008 年改正）
政令第 87/2006/NĐ-CP 号
科学技術監査局の権限、業務および組織を規定
決定第 14/2008/QÐ-BTTTT 号
情報通信監査局の権限、業務および組織を規定
政令第 71/2009/ND-CP 号
文化スポーツ観光監査局の権限、業務および組
織を規定
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専門監査局の組織を下記に示す。
科学技術省（または文化スポーツ観光省、情報通信省）

監査局

省レベルの部門
省レベルの監査部

中央レベルの専門監査局は関係する省庁の直接管理下にある。一方、地方レベルの専門監
査部は関連する部門の監督下にある。地方の監査部は中央監査局と同じレベルの人民委員会
（特に、関連する部門）の両方の指導下にある。ただし、中央監査局は専門技能の面に関し
てのみ地方監査部の指導に当たる。
中央監査局はベトナム全土での行政違反を処罰する非常に強力な機関である。現実に、中
央監査局は様々な省で発生している複雑な事件を扱うことが多い。中央レベルでは、産業財
産権監査局はあらゆる形態の知的財産侵害に対して、最も厳しい制裁措置を適用する権限を
持っており、例えば法律で定められている上限額まで罰金を課すことができる。
省レベルでは、知的財産監査部の権限は当該省内で発生した深刻ではない知的財産権の侵
害行為に限定される。従って、知的財産権者は申立を行うのに適切な機関を選択するために、
事件の複雑さと関係監査部の権限を適切に考慮しなければならない。
中央レベルの産業財産権監査官は、MOST 下の国家機関であり、全ての知的財産権侵害事
件に対応する任務を割り当てられている。産業財産権監査官は、比較的独立した立場で割り
当てられた任務を日常業務において遂行する。
MOST 下の産業財産権監査官は、MOST 内の部門で中央レベルの産業財産権監査局
（Inspectorate）と科学技術省傘下で省レベルの産業財産権監査官（Inspector）の 2 層から成
っている。
知的財産法では、産業財産権監査官に知的財産権侵害処理の広範な権限を与えており、あ
らゆる形態の知的財産権侵害を処理することができる。産業財産権監査官の所管外である唯
一の侵害事案は、国境ゲートで発生した知的財産権侵害（輸出入）である。
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科学技術省監査局が国家知的財産庁（NOIP）のバックアップを受けていること（現実に、
国家知的財産庁（NOIP）と中央レベルの監査局は科学技術省の直接管理下にある）を考える
と、知的財産権者は当該の監査局が事件を解決することを好む。
知的財産分野での専門監査局の権限は下記のとおりである。

侵害
著作権及び

産業財産権

監査局
科学技術省監査局

情報通信省監査局

著作隣接権

植物品種

√
√
(ドメイン名のみ)

文化スポーツ観光省

√

監査局

√

農業省監査局

事例
2011 年 8 月、Kimberly-Clark は、#6, Ha Huy Tap Str., Gia Lam Distr., Hanoi にある女性用衛
生ナプキンメーカーが登録番号第 35768 号及び第 42928 号で登録されている自社の保護商標
を侵害する標識「Kotex」と「Koteir」を付した女性用衛生ナプキンを製造しているとの通報
を受けた。
- Kimberly-Clark はその代理人を通じて権利を保護するために事件に対処するよう科学
技術省監査局に申立を行った。
- 2011 年 8 月 2 日、監査局はメーカーを検査し、現場で女性用衛生ナプキン 3,830 パッ
クを発見した。
- 2011 年 8 月 9 日、科学技術省監査局長はこのメーカーに 430 万ドンの罰金を課し、侵
害品の廃棄を強制する決定第 52/QD-TTra 号を出した。

b. 行政措置を申請するための手続き
産業財産権監査官に知的財産権侵害に対する行政措置を求めるためには、知的財産権者が
書面で申請書を作成し、これを根拠となる証拠を添えて産業財産権監査官に提出する。この
段階で、知的財産権者は準備作業及び提出に関連する留意事項も確認しておく必要がある。
提出の手続きは、知的財産権者自身か代理人弁護士が行うことができる。産業財産権監査
官への提出は郵送でも手交でもかまわない。
また、おそらく提出要件を遵守していない場合は産業財産権監査官から受理を拒否される
ことから、知的財産権者はこの段階で提出要件に留意する必要がある。知的財産法では、知
的財産権者が行政手続きを進めるよう監査官に請求するには以下を提出しなければならない
とされている。
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i)

書面による申請書（所定の様式はない）

ii)

申立人の権利を証明する証拠、すなわち当該知的財産権の登録証もしくは特許証
の認証コピー、または申立人が当該知的財産権を保護する権利を得た知的財産権
使用許諾契約の認証コピー

iii)

当該知的財産権の侵害行為があったことを示す証拠。例えば、広告物、販促品、
侵害要素を含んだ商品サンプル、または模倣品のサンプル

iv)

その他の必要書類および証拠

＜注＞
鑑定は絶対的に必要なものではない。場合によっては監査官にも独自の知識と経験があり、
監査官自身で知的財産権侵害行為を鑑定できることがある。ただ、複雑な事案では監査官も
やはり鑑定を求める必要がある（但し義務ではない）。
また、手続きを無事完了させるためには、知的財産権者が所管の監査官に対してどのよう
に申し入れを行うのが適切であるかを知っておくことも価値がある。この点において、知的
財産権者は以下を念頭に置くことが望ましい。
i) ヒント 1 知的財産権の侵害が中央レベルの知的財産権監査官の所轄である場合、
提出書類は以下に送付する。
科学技術省監査局
#39 Tran Hung Dao Street, Hanoi, the Socialist Republic of Vietnam
Inspectorate of the MOCST
#51 Ngo Quyen Str., Hoan Kiem District, Hanoi.
Tel: +84.4.3.9438231 Fax: +84.4.3.9439009
Inspectorate of Plant Protection Department（MARD 傘下）
#149 Ho Dac Di Str., Dong Da District, Hanoi
Tel: +84.4. 38 519 451 - Fax: +84.4. 35 330 043
Inspectorate of the MIC
#18 Nguyen Du Str., Hanoi
Tel: +84.4.35563851 - +84.4.35563852
ii)

Fax: +84.4.35563855

ヒント 2 知的財産権の侵害が省レベルの産業財産権監査部の所轄である場合、
提出書類は以下に送付する。
侵害が発生しまたは発見された省／市の産業財産権監査官－現在のところ、産業
財産権監査官の住所・電話番号を掲載された住所録は発行されておらず、インタ
ーネットにも記載されていない。

1.3

市場管理部門

a. 組織と役割
市場管理部門の権限を規定する主な法令を下記に示す。
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法令
規則第 44/2002PL-UBTVQH10 号
（2008 年改正）

内容
行政上の制裁を規定

市場管理部門の組織を下記に示す。

商工省
市場管理局

商工局

市場管理部
63省に63の部

班

班

班

市場管理部門は商工省（「MOIT」）の職能監督下で組織されており、商取引において発
生した模倣品および知的財産侵害行為対策の任務を割り当てられている。
市場管理部門は、MOIT 内の部門で中央レベルの市場管理局（MCB）と、MCB および当
該省の人民委員会の両方の監督下にある省レベルの市場管理部（MCD）の 2 層から成ってい
る。
市場管理部門は、中央レベル、省レベルを問わず、市場を監視する任務を割り当てられて
おり、商取引において発生する知的財産権の侵害行為を処理する権限のみを与えられている。
商取引において発生する可能性のある知的財産権侵害行為には、次のようなものがある。






侵害品を市場に出回らせる行為
侵害品を販売目的で保管する行為
侵害品の販売を申し入れる行為
侵害品を販売目的で宣伝する行為
侵害品を販売する行為

実際に、どのような知的財産権侵害行為であっても、商取引において発生したものであれ
ば全て市場管理部局によって制裁が下されるが、市場管理部局に与えられている権限はその
レベル毎に異なる点に注意すべきである。
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知的財産法では、各レベルの市場管理部門が、知的財産権侵害の形態および性質に応じて
用いる様々な制裁の枠を定めている。
中央レベルの市場管理局は、特許侵害を除く、あらゆる形態の知的財産権侵害に対応する
権限を与えられている。一方、省レベルの市場管理部に認められているのは、ⅰ)商標、地理
的表示の侵害行為、および、ii)模倣品を取引する行為への対応のみである。

b. 請求提出手続
市場管理部門に行政措置の開始を請求するには、知的財産権者は以下の書類を提出しなけ
ればならない。
i)
行政措置の請求書。その内容については、政令第 97/2010/ND-CP 号第 26 条に規定
されている。
ii)
事業免許（請求者がベトナムで事業を行う法人である場合）
iii)
申立人の権利を証明する証拠、すなわち当該知的財産権の登録証若しくは特許証
の認証コピー、または申立人が当該知的財産権を保護する権利を得た知的財産権
使用許諾契約の認証コピー
iv)
侵害行為があったことを示す証拠（例えば、広告物、販促品、侵害要素を含んだ
商品サンプル、または模倣品のサンプル、侵害行為が行われた場所及び時期等）
v)
（ある場合は）専門家の意見書
知的財産権の侵害が中央レベルの知的財産権監査官の所轄である場合、提出書類は以下に
送付する。
Market Control Bureau
#91 Dinh Tien Hoang Street, Hanoi, Socialist Republic of Vietnam
Tel: +84-04-8255868 - Fax: +84-04- 8264696
知的財産権の侵害が省レベルの市場管理部の所轄である場合、提出書類は、侵害が発生し
または発見された省／市の市場管理部に送付する。
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1.4

経済警察

a. 組織と役割
ベトナムの経済警察の組織を以下に示す。
公安省
経済警察局

省レベルの公安局

経済警察部

県レベルの公安部
経済警察班

経済警察は、模倣品対策や知的財産権侵害行為対策における他機関との協力を任されてい
る。専門の職員を擁し、模倣品や偽造証票／ラベルに関する事件に対応する権限を与えられ
ている。この部門は、公安省傘下で中央レベルの経済警察局（EPB）、省レベルの経済警察
部および県レベルの経済警察グループの 3 層から成っている。すべてのレベルの経済警察が、
EPB 及び同レベルの人民委員会の両方の監督下に置かれている。
経済警察は、経済犯罪の調査と対策を職務とする部門であることから、知的財産権のエン
フォースメントにおいて極めて重要かつ顕著な役割を果たしている。実際に知的財産法規則
でも、知的財産権侵害行為の調査、証拠集め、および侵害行為に対する制裁措置の他の所管
当局への勧告について、その権限の大部分を経済警察に与えている。
警察には模倣品対策のみの権限が与えられているが、他の所管当局は侵害事件に対処する
ために警察と協力する傾向にある。人々が警察に大いに敬意を持っていることが多いことを
考えれば、知的財産権侵害の解決は警察の参加によって促進される。現実に、警察はあらゆ
る種類の知的財産権の侵害行為を解決するためにあらゆるレベルの知的財産監査局及び市場
管理部門と協力することが多い。
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県・省レベルの経済警察は、知的財産権侵害行為を調査し、証拠保全のための措置を適用
する権限を与えられているが、知的財産権侵害者に罰金を科すことについては制限を受けて
いる。科すことのできる罰金額が 500 万ドンと 1,000 万ドンまでに制限されている県・省レ
ベルの経済警察は、制裁措置前の段階を中心に扱い、他の当局に協力し、知的財産権侵害行
為の判断を適任の者または所管当局に移管する傾向がある。
一方、中央レベルの経済警察2は、模倣品に対するあらゆる行政の制裁・処分を適用する完
全な権限を認められている。しかし、このレベルの経済警察でも、他の所管当局ほど模倣品
対策のために広範に資源を投入しておらず、模倣行為が組織的にまたは多くの県で発生した
場合など、複雑な知的財産権侵害事件への対応に力を注ぐのみとなっている。
知的財産権の侵害行為に対処するに際しての経済警察と市場管理部門との主な相違点：
経済警察
市場管理部門
侵害行為の種類

商標および地理的表示の偽造の

模倣品およびほとんどの知的財

みを罰する

産権の侵害行為を罰する（発
明、実用新案及び回路配置に対
する権利の侵害行為を除く。）

捜査権限

あらゆる侵害行為の捜査権あり

侵害行為の捜査権なし

侵害行為地

模倣品製造に対処する権利あり

模倣品および侵害品の製造に対
処する権利なし。市場で侵害行
為に対する権限を行使するの
み。

事例：
-

b.

2011 年 5 月、アディダスグループは、#6, Trinh Hoai Duc Str.の店舗が大量のアディダ
スの模倣品を卸売りしていると通報を受けた。
2011 年 5 月 6 日、アディダスグループはその代理人を通じてその権利を保護するため
に事件に対処するようハノイ経済警察に申し立てた。
2011 年 5 月 17 日、ハノイ経済警察はハノイ市場管理部第 5 班と協力して店舗を検査
し、アディダス模倣品 350 点を差し押さえた。

行政措置請求手続

基本的に、経済警察と市場管理部門に関して規定されている知的財産権者が遵守すべき請
求手続と手順に違いは存在しない。ただし、以下のヒントを考慮するべきである。

2

-

ヒント 1：知的財産権の侵害が中央レベルの経済警察の所轄である場合、提出書類は
以下に送付する。
Economic Police Bureau of the MPS - #40 Hang Bai Street, Hanoi, the Socialist Republic of
Vietnam

-

ヒント 2：知的財産権の侵害が省レベルの経済警察の所轄である場合、提出書類は以
下に送付する。

公安省直轄の経済警察局
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侵害が発生しまたは発見された省／市の経済警察部

1.5

税関

ベトナムの税関の組織を以下の表に示す。
財務省

税関総局

省レベルの税関33ヵ所

税関の密輸捜査・防止部署

部門154ヵ所

知的財産権水際対策班
（第4班）

財務省下の税関は、国境を越える物品を知的財産権者の請求により、かつ職権で取り締ま
り、監視する権限を与えられている。
財務省の監督下にある税関総局は税関の中央機関で、地方レベルの 33 の税関局を直接監
督している。各地方税関局は 1 または複数の省の税関を担当する。地方税関局の下には 154
の税関部門があり、国境ゲート、空港、海港などの一定の地域を所管している。
地方レベルの税関以外に、税関総局は、知的財産権侵害行為の抑止など、特定の業務を行
うためにその直接監督下に部局（密輸防止部門、及び知的財産権国境管理班－特に第 4 班）
を設けている。
税関は、輸出入のいずれを問わず、ベトナムの国境を越える物品を監視し、取り締まる任
務を負っている。任務の遂行に当たり、税関は不正品の流出入を阻止しなければならない一
方、国際貿易の物品の流れが滞らないようにしなければならない。
税関総局の住所：
#162 - Nguyen Van Cu street, Long Bien district, Hanoi, Vietnam
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2. 民事的措置の管轄当局
2.1 人民裁判所
a. ベトナム裁判制度の概要
ベトナムの裁判制度は、最高人民裁判所、省・中央直轄市の人民裁判所（省レベル人民裁
判所）、県または省直轄市の人民裁判所（県レベル人民裁判所）、および軍事裁判所からな
る。
最高人民裁判所はベトナム最高位の管轄裁判所であり、裁判官会議、中央レベルの軍事裁
判所および専門裁判所（刑事裁判所、民事裁判所、経済裁判所、労務裁判所、行政裁判所、
控訴裁判所など）が含まれる。
省レベルの人民裁判所には、裁判官委員会および専門裁判所（刑事裁判所、民事裁判所、
経済裁判所、労務裁判所、行政裁判所など）が含まれる。
県レベルの地方人民裁判所には専門裁判所はない。
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ベトナムの裁判制度概要図
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b. 知的財産権関連紛争処理の管轄裁判所
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ベトナムの裁判制度では、第一審と上訴審の二審制を採っている。営利を目的としない知
的財産権の侵害行為に関して、第一審は県レベルの人民裁判所の権限に属する。この場合の
上訴裁判所の管轄権は省レベルの人民裁判所に付与される。
営利を目的とする知的財産権の侵害行為に関して、第一審は省レベルの人民裁判所によっ
て処理され、上訴裁判所は人民最高裁判所でなければならない。
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省レベルの人民裁判所
民事訴訟法に従い、県レベルの地方人民裁判所も知的財産権関連事件の第一審を取り扱う
権利を有している。しかしながら、知的財産権関連紛争の複雑さから、省レベル人民裁判所
が事件の一審を取り扱うのが通例となっている。また、省レベル人民裁判所は、「外国要
素」を伴う事件の第一審を取り扱う権能を与えられている。
原則として、民事訴訟法第 35 条に規定されているように、管轄権は、被告が個人である
場合には被告の居住地もしくは職場の土地の裁判所に付与され、被告が企業である場合には
被告の本社が本拠を置く土地の裁判所に付与される。ただし、一部の場合、原告は、民事訴
訟法第 36.1 条 d に規定する契約以外の損害賠償に関係する場合など、要請書を提出する裁判
所を選択する権利を有する（「紛争が契約以外の損害の賠償に関係する場合、原告は居住地、
職場または本社が所在するか、損害を引き起こした事件が発生した土地の裁判所に本案を審
理するよう請求することができる。」）。
ベトナムの裁判所による民事事件の処理との関連で、「外国要素」とは、(i)民事事件の当
事者の尐なくとも一方が外国人（外国にいるベトナム人を含む）である場合、または、(ii)取
引の成立、変更または終了の根拠が外国の法律に準拠している場合、または、(iii)取引に関
する資産が外国に所在する場合と定義されている。「外国要素」を伴う知的財産関連事件は、
省レベルの人民裁判所によって処理されることが多い。

最高人民裁判所
最高人民裁判所は、省人民裁判所によって判示された決定／判決に対する、訴訟当事者に
よる控訴審につき事件を解決する権限を有する。最高人民裁判所は、審査中・再審中の事件
を取り扱う権利を有する。最高人民裁判所の決定／判決は最終のものとなる。

b.

人民裁判所が処理をする知的財産関連紛争

人民裁判所で処理されている知的財産権関連紛争には、次のようなものがある。













知的財産権保護のための、出願する権利に関する紛争
知的財産権保護のための、出願の優先権に関する紛争
発明特許、工業意匠、半導体回路の回路配置の原権(authorship)に関する紛争
特許、工業意匠および回路配置出願中の対象物に関して、知的財産権の出願者と
ユーザーの間で発生した暫定的権利および支払われるべき報酬に関する紛争
実施許諾、権利者の承諾なく使用できる範囲および能力限度の拡大の場合に、知
的財産権者と先使用者の間で発生した特許、工業意匠および回路配置の先使用権
に関する紛争
特許、工業意匠および回路配置の権利者と対象物のユーザーの間で発生した公開
日から登録日までの間に支払われるべき報酬に関する紛争
知的財産権侵害紛争
知的財産の著作者に支払われるべきロイヤリティに関する紛争
知的財産ライセンス契約、譲渡契約または知的財産役務の提供に関する契約に関
連する紛争
知的財産権の相続に関する紛争
不正競争行為により生じた紛争

上記の紛争は、「営利を目的としない」紛争か「営利を目的とする」紛争かによって、民
事裁判所または経済裁判所のいずれかで処理される。原則として、民事紛争は民事裁判所が
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処理し、商事紛争は経済裁判所が処理する。訴訟において特定の民事裁判所または経済裁判
所を指定する必要はない。管轄裁判所は、事件の性質によって該当する裁判所に事件を移送
することができる。さらに、民事訴訟に規定されているように、営利を目的としない知的財
産権関連紛争は県レベルの人民裁判所の管轄権に属し、営利を目的とする紛争は省レベルの
人民裁判所によって審理される。
民事訴訟法の規定の指示に関する決定 No.01/2005/NQ-HDTP によれば、事業活動における
「利益の目的」とは、実際に期待した利益が当該事業活動で得られたかどうかにかかわらず、
当該個人・団体が利益を得ようとすることとしている。
ベトナムの裁判制度の詳細については、ウェブサイト
http://toaan.gov.vn/portal/page/portal/ebb を参照のこと。

2.2

仲裁機関

仲裁機関には、特別仲裁と常設仲裁の 2 つの形態がある。

a. 特別仲裁
特別仲裁は関係者の合意に基づいて形成され、紛争が解決した際に解消される。特別仲裁
には登録本部、運営委員会、及び登録仲裁人の名簿はない。
仲裁人は関係者によって選択されるか、裁判所によって任命される。選択された仲裁人が
仲裁機関に所属している必要はない。関係者は仲裁に関して独自の手続規則を制定するか、
外国仲裁機関であるか国内仲裁機関であるかにかかわらず、著名な仲裁機関の手続規則を選
択することができる。

b. 常設仲裁
ベトナム法に基づき、常設仲裁は仲裁機関の形式をとる。仲裁機関は登録本部を持つ法人
として設立される。ベトナムでは、仲裁機関は非政府機関であるが、その業務は、特に仲裁
人の任命と変更、仲裁審判裁定の見直し、暫定救済の適用、仲裁裁定の取消および仲裁裁定
のエンフォースメントなど、国の所管当局の援助を今なお必要としている。2010 年商事仲裁
法に規定されているように、仲裁センターは団体仲裁による紛争解決活動の編成および調整、
ならびに仲裁調整過程の際に管理施設およびオフィス施設を提供することによる仲裁人の補
佐の機能を有する。
各仲裁機関は自らの手続規則を制定しなければならない。手続規則は仲裁審判による紛争
解決の際に厳格に遵守されなければならない。
仲裁機関での紛争解決の場合、原告は要請書を作成し、これを仲裁機関に送付する。特別
仲裁による紛争解決の場合、原告は要請書を作成し、これを被告に送付する。
現在ベトナムにある仲裁機関を以下に示す。

-

1.
Vietnam International Arbitration Center
Address: International Trade Center, #9, Dao Duy Anh Str., Hanoi, Vietnam
Tel: 84.4.3574 2021/3574 4001
Fax: 84.4.3574 3001
Email: viac-vcci@hn.vnn.vn
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-

2.
Hanoi Economic Arbitration Center
Address : #30 Phan Boi Chau Str., Hoan Kiem Distr., Hanoi, Vietnam
Tel : 84.4.3822 0602
Fax : 84.4.3628 0590

-

3.
Thang Long Economic Arbitration Center
Address : #47 Le Hong Phong Str., Ba Dinh Distr., Hanoi, Vietnam
Tel: 84.4.3823 1949
Fax: 84.4.3843 5801

-

4.
Bac Giang Economic Arbitration Center
Address: #65 Nguyen Van Cu Str., Bac Giang City, Vietnam
Tel: 84.240.773 2740

-

-

5.
Sai Gon Economic Arbitration Center
Address: #460 Cach Mang Thang Tam Str., ward 4, Tan Binh Distr., Hochiminh City,
Vietnam
Tel: 84.8.3844 6975
Fax: 84.8.3811 58 20
6.
Can Tho Economic Arbitration Center
Address: @116 Nguyen An Ninh Str., Can Tho City, Vietnam
Tel: 84.71.825296
Fax: 84.71.810328

7.
ASEAN International Commercial Arbitration Center (ACIAC)
Address:
#246 Nguyen Van Cu Str., Long Bien District, Hanoi, Vietnam
Tel/ Fax: (84.4) 8.732676
Or:
#89 Nguyen Du Str., District 1, Hochiminh City, Vietnam
Tel: (84.8) 8.234.114 – (84.8) 8.257.988 – Fax: (84.8) 8.235.325
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3. 刑事措置に関与する所管当局
3.1 警察
（第 5 節 1.4 P63 を参照）

3.2

人民検察院

ある程度、ベトナムの人民検察院は他の国の検察庁と同じ機能を有している。ベトナム憲
法に従い、人民検察院は政府組織内において独立している。
人民検察院の組織は、以下の 3 つのレベルで編制されている。
- 最高人民検察院
- 省および中央直轄市の人民検察院（現在、63 の省級人民検察院がある）
- 省当局の監督下にある県および市の人民検察院（現在、691 の県および市に 691 の県
級人民検察院がある）
人民検察院のほか、以下の軍検察院がある。
- 中央軍検察院
- 地域軍検察院
- 地方軍検察院
人民検察院と軍検察院の制度全体は、国会から選出される検察長官を長とする最高人民検
察院の管理・指導下にある。
人民検察院は、憲法と法律に従って訴追を行い、司法活動を監督する機能を持つ。
最高人民検察院は訴追を行い、司法活動を監督し、厳格かつ統一的な法律遵守の確保に寄
与する。
地方人民検察院はそれぞれの地域で訴追を行い、司法活動を監督する。
軍検察院は法律に従って訴追を行い、司法活動を監督する。
その職務の範囲内で、人民検察院は法の原則の保護、市民の自主管理権の保護、国家資産
の保護、並びに市民の生命、健康、財産、自由、名誉および尊厳の保護に資する義務を有し、
国家および集団農場の利益、ならびに市民の法的権利および利益のあらゆる侵害に対して法
律に基づく措置を講じるよう確保する。

3.3

人民裁判所

（第 5 節 2.1 P66 を参照。）

4.

知的財産権エンフォースメントにおける専門家の役割

鑑定（専門家の意見）は、知的財産権侵害行為の画定に役立つ一種の証拠とみなされてい
る。限られた知識と経験しか持たない多くの所管当局は、鑑定がなければどのような知的財
産権侵害であるのか迷うことが多く、そのため鑑定は、今なお知的財産権のエンフォースメ
ントのシステムにおいて不可欠となっている。
産業財産権の分野での鑑定には 2 種類あり、そららは以下のように呼ばれている。
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i.

ii.

国家知的財産庁（NOIP）の鑑定。随時、業務量に基づき、国家知的財産庁
（NOIP）は知的財産権侵害事件を処理する所管当局に対してのみ鑑定を出す
ことを決定することができる。
「知的財産権専門助言機関（IPR Expertise-Counseling Organizations）」と呼ば
れる独立の公認専門家機関からの専門家の結論。これまでのところ、ベトナ
ム知的財産調査研究所（Vietnam I.P Research Institute （VIPRI））と呼ばれる
知的財産権専門助言機関が唯一、ベトナム国内で起こり得る知的財産権の侵
害行為に関して専門家の結論を出す権限を付与されている。専門家の結論に
指定料金を支払えば、誰もが関心ある問題に関する専門家の結論を取得する
ことができる（VIPRI のウェブサイトは http://english.vipri.gov.vn/である）。

現実に、明白な侵害事件以外のほとんどの侵害事件では、所管当局は事件を解決する根拠
を、または知的財産権者による解決の請求を公式に受理する根拠を鑑定とする場合が多い。
したがって、侵害事件の解決を促進するために、知的財産権者は、行政措置、民事措置又
は刑事措置他を請求する前に鑑定を取得するべきである。
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