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第二部「事例に基づいた解説（Q&A 形式）」 

 

(a) 合併・買収（M&A） ................................................................................................................ 86 

 

(1) 日本の会社によるベトナムの公開会社又は非公開会社の株式の取得に関連する制限及

び手続にはどのようなものがあるか。 

 

(b) 銀行及び金融 .............................................................................................................................. 90 

 

(1) 外資企業が、US ドル建て又はベトナムドン建てで、ベトナムの銀行から融資を受ける

場合又は株主若しくは外国の銀行からクロスボーダーの融資を受ける場合及びかかる

融資につき返済をする場合の規制又は手続にはどのようなものがあるか。 

 

(2)  海外の貸主に対して担保として提供することのできる資産はどのようなものがあるか。

ベトナムにおける担保取引の登録に関する要件にはどのようなものがあるか。同一の資

産を複数の貸主の担保に供することはできるか。 

 

(3) ベトナムでは、担保権はどのように实行されるか。同一の財産が複数の貸主の担保に

供されている場合に、貸主らは、担保権の实行に関する配当の優先順位をどのように

決定するのか。 

 

(c) 労務.............................................................................................................................................. 93 

 

(1)  日本の親会社がベトナムの工場を閉鎖し、6 ヶ月以内にベトナムの製造子会社の従業員

の 50％を解雇することを決定した。日本の親会社とベトナムの子会社はどのような手

続をとるべきか。 

 

(2) 外資会社は、労働者のために労働組合が結成されるべきであることは理解している。し

かし、労働組合の委員長になろうとする者がいない等の理由から、労働者は労働組合を

結成しない。このような労働組合の不存在に関して、会社に対する何らかの罰則やその

他の法的又は实務上の問題はあるか。 

 

(3) 外資会社は、工場において、二交替制労働により 24 時間体制である商品を製造したい。

このような交替制労働は、ベトナムにおける労働に関する法規において認められるか。

時間外労働手当、休憩及び休日等についてどのように定めるべきか。 

 

(4) 労働者の団体が突然賃上げと労働環境の改善を求めて会社の出入口を封鎖している。会

社はどのように対処すべきか。 

 

(d) 貿易及び関税 .............................................................................................................................. 97 

 

(1) 外資系の製造会社は日本・ベトナム間の FTA、日本・ASEAN 諸国間の FTA 及びその他

の FTA に基づく低率／免除の輸入税率をどのように利用すべきか。原産地規則及び累

積規則はどのように適用されるか。 
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(2) 輸出加工区（EPZ）における権利・義務、関税及び付加価値税（VAT）の取扱いについ

て説明してほしい。 

(e) 外国為替管理 ............................................................................................................................ 100 

 

(1) 外資会社は、国内外の銀行においていかなる種類の口座を開設する必要があり、また、

開設することができるか。かかる口座を開設するための要件は何か。 

 

(2) 外資会社は、どのように払込資本金及び利益を外国に送金することができるか。 

 

(3) 海外会社への支払いと同一の海外会社からの支払いとを相殺によって決済（ネッティン

グ）するために必要な手続にはどのようなものがあるか。 

 

(f) 知的財産 .................................................................................................................................... 102 

 

(1) 日本の会社により製造された商品の海賊版がベトナムで販売されている。当該会社はか

かる事態につきどのように対処すべきか。 

 

(g) 保険............................................................................................................................................ 104 

 

(1) 外資系製造会社は、ベトナム国内において又は海外から、どのような保険を購入するこ

とができるか。また、ベトナムにおいて、どのような保険への加入が義務付けられてい

るか。 

 

(2) どのような場合に保険契約は一時停止又は終了するか。 

 

(3) 外国の保険会社は、ベトナムにおいてどのようにして保険事業を開業することができる

か。各種の保険事業につき、必要な最低資本金、その他の要件は何か。 

 

(4) 外資会社は保険に関する法的紛争についてどう対処すべきか。ベトナムにおいて頻繁に

生ずる保険に関する法的紛争は何か。 

 

(h) 投資............................................................................................................................................ 108 

 

(1) 外資企業の現行の事業範囲についての追加や変更に係る申請又は登録の義務はどの程

度厳格か。当該義務は、現行の事業範囲に係る軽微な変更についても適用されるのか。

当該義務違反に対しては、何らかの制裁があるか。自社で製造した商品を輸出するため

の投資許可証（investment certificate）を有している外資企業が、自社で製造した商品の

一部をベトナムで販売したい場合に、当該変更につき、いかなる手続が必要か。 

 

(2) 外資企業による小売事業の規制撤廃について、ベトナムにおける外資企業による小売活

動に関する Decree 23、Decree 90、Circular 5、Circular 9 及び Decision 10 を含めて説明

してほしい。 

 

(3) 税関手続、現地における輸出入（on the spot export/import）の手続及び外国投資会社が

留意すべきその他の問題など、委託加工契約（commission agreement）を締結する際に

問題となる点を説明してほしい。 

 

(4) 外資企業を清算する手続はどのようなものか。 



 

 

5 
Copyright (C) 2010 JETRO. All rights reserved. 

 

 

(5)  ベトナムにおける破産手続はどのようなものか。 

 

(i) 税 ............................................................................................................................................... 113 

 

(1) ベトナム税制において、過小資本税制（thin capitalization rule）は存在するか。支払利

息の税控除について制限はあるか。 

 

(2) 広告宠伝費（advertising expenses）・販売促進費（promotion expenses）・マーケティング

費用（marketing expenses）の税控除に制限は存在するか。 

 

(j) 紛争解決 .................................................................................................................................... 114 

 

(1) 日本企業がベトナムに子会社を有している。その子会社は、定期的にベトナム企業と、

商事契約を締結している。 

 

(2) 日本企業又はそのベトナムにおける子会社は、ベトナム企業と締結した契約から生じる

紛争の解決手段として、仲裁を選択することができるか。特に、外国仲裁を選択するこ

とができるか。 

 

(k) 競争法........................................................................................................................................ 117 

 

(1) 特定の商品についての広告に関する規制はあるか。 

 

(2) A 社と B 社は、いずれも家庭用電化製品を製造している。両社の取締役が、互いに会

議で会い、家庭用電化製品市場の最近の傾向について議論した。そして、最終的に、両

社は、まず在庫を処分するために新製品の発売を翌年まで控えることで合意した。両社

による当該行為は適法か。 

 

(3) M 社は、ベトナム市場において、約 50％の市場占有率を有する大規模な化粧品会社で

ある。M 社が、その全ての代理店に対し、ベトナム市場における主要な競争者である N

社の商品を取扱わないよう要求している。M 社の当該行為は適法か。 

 

(l) 環境............................................................................................................................................ 120 

 

(1) ベトナムにおける主要な環境法とその対処方法を説明してほしい。 

 

(m) 統一企業法 ................................................................................................................................ 121 

 

(1) 会長（Chairman of the Board of Member）、社長（President）及び他の会社の経営幹部は

ベトナムに居住しなければならないか。仮にそうであるとして、彼らは１年のうち何日

ベトナムに滞在している必要があるか。もし、当該要件を遵守しなかった場合、経営幹

部ら又は会社に対して何らかの罰則、不利益又は实際上の問題が生ずるか。 

 

以 上 
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民法（CIVIL CODE） 
 

法律 No. 33/2005/QH-11（Law No. 33/2005/QH-11）（「民法」）は、2005 年 6 月 14 日付の国民

会議にて採択され、2006 年 1 月 1 日付で施行された。民法は、憲法に次いで、最も重要で、

かつ、最も根本的な法とされている。 

 

民法は、以下の規制を主な指針として施行される。 

 

 人民最高裁判所（People’s Supreme Court）の司法委員会（Board of Justices）による、

契約によらない損害の賠償に関する 2005 年民法の規定を施行するための指針を示

す Resolution No. 03/2006/NQ-HDTP（「Resolution No. 03」） 

 

 2006 年に政府により発行された、担保取引に関する Decree No. 163/ND-CP（「Decree 

No. 163」） 

 

 2006 年に政府により発行された、民法並びに著作権及びそれに関連する権利に関

する知的財産法の条項の施行について、詳細な規定や指針を定める Decree No. 

100/2006/ND-CP（「Decree No. 100」） 

 

 2009 年に政府により発行された、著作権及びそれに関連する権利の侵害に対する

行政上の制裁を公布する Decree No. 47/2009/ND-CP（「Decree No. 47」） 

 

 2006 年に政府により発行された、外国との関わりを含む民事関係についての民法

の施行のための詳細な規定を定める Decree No. 138/2006/ND-CP（「Decree No. 138」） 

 

1. 序論 

 

民法は、7 編、777 条から構成され、民事関係、婚姻関係、家族関係のみならず、事業関係、

商取引関係、労働関係（総称して「民事関係」）における個人及び法人の権利及び義務につ

いて規定している。民法はまた、ベトナムが当事国となっている国際条約によって定めら

れていない限り、外国との関わりを含む民事関係にも適用される。 

 

2. 一般規定 

 

民法第 1 編は、民事上の権利及び義務の設定、行使及び履行に関する基本原則や、法人の

設立及び組織に関する一般条項、並びに民事取引の形態、能力及び有効性のような、民事

取引のための基本原理などの一般規定を定めている。 

 

3. 財産及び所有権 

 

民法第 2 編は、財産及び所有権について定めている。民法は、不動産、動産、所得、財産

権を含む複数の種類の財産を定めている。民法は、個人や政治的な組織、社会政治的な組

織（socio-political organizations）による所有、共同所有（collective ownership）、私有（private 

ownership）、社会的組織や社会職能的な組織（socio-professional organizations）による所有、

共有（combined and common ownership）を認めている。また、民法は、裁判による所有権の

保護についても定めている。 
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4. 債務と契約に関する原則 

 

民法第 3 編は、契約の成立、履行及び終了を含む、債務と契約に関する原則を定めている。

特別法により定められていない場合には、一定の契約（例えば、商法、保険法、土地法、

知的財産法等の規定に従う契約）は、民法の規定を遵守するものでなければならない。民

法に基づく、契約によらない損害の賠償責任については、Resolution No. 03 に定められている。 

 

民法第 3 編は、ベトナムにおいて担保を設定する枠組み、すなわち、債務の履行は、財産

への質権（pledge）又は抵当権（mortgage）の設定、保証（guarantee）、保証金（security deposit）、

第三者預託金（escrow deposit）、契約履行保証（performance bond）、身元保証（fidelity guarantee）

などにより担保することができることを規定している。債務の履行を担保するために利用

される目的物は、担保権設定者が所有する現存する物に限定されず、将来に発生する動産

や不動産も含まれる。また、民法は、担保付取引の登録に関する枠組みを定め、担保取引

の实行における支払いの優先権を明らかにしている。担保の設定についての施行のための

詳細な規定は、Decree No. 163 に定められている。 

 

5. 相続 

 

民法第 4 編は、相続について規定している。 

 

6. 土地使用権 

 

民法第 5 編は、土地使用権（land use rights）の移転及び譲渡について規定している。民法に

よると、土地は、国民全体の所有に属し、国家によって管理される。そのため、土地の私

有は許されておらず、単に土地使用権の保有が許されているのみである。この概念は、憲

法や土地法の趣旨と合致する。 

 

7. 知的財産権及び技術移転 

 

民法第 6 編は、知的財産権と技術移転について定めている。これらの分野は、知的財産法

及び技術移転に関する法律（Law on Technology Transfer）においても定められている。これ

らの施行に関する規定は、Decree No. 100 及び Decree No. 47 において定められている。 

 

8. 外国との関わりを含む民事関係 

 

民法第 7 編は、外国との関わりを含む民事関係について定めている。外国との関わりを含む

民事関係とは、以下に挙げる事項のいずれかに該当する民事関係をいう。 

 

 関係当事者のうち、尐なくとも一人が外国人／外国法人、又は外国に居住するベト

ナム人である場合 

 

 民事関係の発生、修正、終了が、外国法に基づく場合又は外国で行われた場合 

 

 民事関係に関わっている財産が外国に存在する場合 

 

民法に基づいて、民法が別途規定する場合を除いて、外国との関わりを含む民事関係に対

しては、ベトナムの民法の規定が適用される。外国法は、以下の場合に、外国との関わり

を含む民事関係に適用される可能性がある。 
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 民法及び／又は他の規則によって、その旨が規定されている場合 

 

 ベトナムが当事国となっている国際条約によって規定されている場合 

 

 契約における両当事者が合意した場合。ただし、当該合意が、ベトナムの民法及

び他の規則と矛盾しない場合に限られる 

 

Decree No. 138 は、外国との関わりを含む民事関係に関する民法の施行のための詳細な規定

を定めている。 
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商法（LAW ON COMMERCE） 
 

商業に関する法律 No. 36/2005/QH11 on Commerce（Law No.36/2005/QH11 on Commerce）（「商

法」）は、2005 年 6 月 14 日付の国民会議にて採択され、2006 年 1 月 1 日付で施行された。 

 

1. 商行為の範囲 

 

一般に、商法はベトナムにおいて行われる商行為を規律する。商法において、商行為とは、

商品の売買、サービスの提供、投資、広告宠伝のための活動及びその他の営利目的で行わ

れる活動を含む営利活動と定義される。外国商人は、商法に基づき、ベトナムにおいて駐

在員事務所、支店又は外資企業を設立することができる。商法は、ベトナムにおいて外国

商人が設立した駐在員事務所及び支店の権利及び義務も規定している。さらに、商法は、

以下の活動に関する規定も含んでいる。 

 

 商品の購入及び売却 

 

 サービスの提供 

 

 販売促進、商業広告、商品及びサービスの展示及び紹介、見本市並びに展示会を

含む広告宠伝活動 

 

 企業の代理人、商業仲介、認可販売業者による商品の売買及び商業代理店を含む

商行為の仲介 

 

 物流サービス、商品の加工、ベトナム領土を経由する物品の運送及び物品運送サ

ービス、商品のリースに関する活動並びにフランチャイズに関する活動などのそ

の他の商行為 

 

商法は、以下の規制を主な指針として施行される。 

 

 2006 年 7 月 25 日付の外国商社の駐在員事務所及び支店に関する Decree No. 

72/2006/ND-CP（「Decree No.72」） 

 

 2006 年 6 月 12 日付の事業を行うことが禁止、規制されている商品及びサービス並

びに条件付で認められている商品及びサービスに関する商法の施行に係る詳細な

規定を定める Decree No. 59/2006/ND-CP（「Decree No.59」） 

 

 2006 年 4 月 4 日付の広告宠伝活動に関する商法の施行に係る詳細な規制を定める

Decree No. 37/2006/ND-CP（「Decree No.37」） 

 

2. 商行為に関する救済及び紛争解決 

 

商法は、商行為における救済や紛争解決についても規定しており、商行為における救済の

類型は以下のものを含む。 

 

(i) 強制履行 

 

(ii) 違約金 
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(iii) 損失に対する損害賠償 

 

(iv) 契約の履行の一時停止 

 

(v) 契約の履行の終了 

 

(vi) 契約の解除 

 

当事者は、その他の救済措置の適用につき合意することもできる。もっとも、かかる救済

は、ベトナム法の基本原則、ベトナムが加盟国となっているあらゆる国際条約又は国際的

な商慣習と矛盾してはならない。 

 

3. 契約違反に対する違約金 

 

商法の下では、商行為の当事者は両者間の契約において、契約上の義務の一つの違反に関

する違約金の額又は複数の違反に関する違約金の総額について、合意することができるが、

商法が規定する一定の場合を除いては、その額は、違反した契約上の義務の価額の 8％を超

えてはならないこととされている。さらに、当事者が違約金につき特段合意していない場

合には、損害を受けた当事者は、損失に対する損害賠償のみを請求する権利を有する。当

事者が違約金につき特に合意している場合には、損害を受けた当事者は、違約金による救

済と損害賠償による救済の両方を求める権利を有する。 

 

商法が規定する一定の場合を除いては、商事紛争に係る法的手続は、法的に保護される権

利及び利益が侵害されたときから 2 年以内に開始されなければならない。 
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統一企業法（ENTERPRISE LAW） 
 

企業に関する法律 No.60/2005/QH11（Law No.60/2005/QH11 on Enterprise）（「統一企業法」）

は、2005 年 11 月 29 日付の国民会議にて採択され、2006 年 7 月 1 日付で施行された。 

 

統一企業法は、以下の規制を主な指針として施行される。 

 

 2007 年 9 月 5 日付の統一企業法における複数の条項の施行に関する詳細なガイド

ラインを定める Decree No.139/2007/ND-CP（「Decree No.139」） 

 

 2006年 11月 29日付のベトナム社会主義共和国によるWTO設立協定への加盟に関

する議定書の批准に関する Resolution No.71/2006/QH11（「Resolution No.71」） 

 

 2006 年 9 月 21 日付の統一企業法及び共通投資法（Law on Investment）に基づく外

資企業による投資証明書（Investment Certificates）の差替えのための再登録、変更

及び登録に関する Decree No.101/2006/ND-CP（「Decree No.101」） 

 

 2006 年 10 月 19 日付のベトナムにおける投資手続を遂行するために必要な標準書

式を発行する Decision No.1088/2006/QD-BKH（「Decision No.1088」） 

 

 2006 年 8 月 29 日付の営業登録（営業登録申請書の提出と営業登録手続）に関する

Decree No.88/2006/ND-CP（「Decree No.88」） 

 

統一企業法は、以下の企業形態を含むベトナムにおける全企業形態の設立と運営のための

法的枠組について規定する。 

 

 一人有限会社（Limited liability company with single member） 

 

 二人以上有限会社（Limited liability company with two or more members） 

 

 株式会社（Joint stock company） 

 

 合名会社（Partnership company） 

 

 私営企業（Private enterprise） 

 

 親会社とその子会社、経済的複合企業体（Economic Conglomerate）1及びその他の

形態を含む、会社グループ（Corporate Group）2
 

 

1. 企業形態 

 

外国投資家がベトナムにおいて子会社を設立しようとする際に選択する一般的な企業形態

は、一人有限会社（外国投資家が子会社の単独所有者となろうとする場合）、又は二人以上

有限会社若しくは株式会社（ベトナム側パートナーや他の外国投資家と協力しようとする

                                                        
1 「経済的複合企業体」は、会社グループの一つの形態で、大規模の会社グループのことである。経済的

複合企業体の条件、管理組織及び事業活動については政府が詳細を定める（統一企業法第 149 条）。 
2 「会社グループ」とは、経済・技術・市場及び他のサービス上の利益に関して長期的かつ密着な関係を

有する複数の会社をいう（統一企業法第 146 条 1 項）。 
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場合）である。 

 

2. 企業設立に必要な文書 

 

ベトナムにおいて投資を行う外国投資家は、共通投資法と統一企業法を遵守しなければな

らない。とりわけ、外国投資家がベトナムにおける初めての投資として、ベトナムにおい

て法人を設立しようとする場合には、外国投資家は、共通投資法に基づき要求される書類

に加えて、統一企業法が各企業形態につき定める書類を作成し提出しなければならない。

全ての企業形態について作成しなければならない重要な書類は定款である。統一企業法の

下では、定款は尐なくとも以下の内容を含むものでなければならない。 

 

 会社の本店、支店、駐在員事務所の名称及び所在地 

 

 事業活動の内容 

 

 設立資本金並びに設立資本金の増加及び減尐の方法 

 

 合名会社における各社員の氏名、住所、国籍及びその他の基本的情報；有限会社

における会社の所有者又は各社員の氏名、住所、国籍及びその他の基本的情報；

株式会社における発起人株主の氏名、住所、国籍及びその他の基本的情報 

 

 有限会社及び合名会社における各社員の出資比率及び出資額；株式会社における

各発起人株主が保有する株式の数、発行可能株式の種類、各株式の額面価額及び

種類株式ごとの募集される株式総数 

 

 有限会社及び合名会社における社員の権利及び義務；株式会社における株主の権

利及び義務 

 

 経営組織構造 

 

 有限会社及び株式会社における法的代表者 

 

 会社の決定に関する承認手続と会社内部の紛争の解決のための原則 

 

 有限会社及び株式会社における取締役及び監査役などの報酬、給料及び賞与の決

定の根拠と算定方法 

 

 有限会社において持分の払戻しを会社に請求できる場合；株式会社において株式

の買取りを会社に請求できる場合 

 

 税引き後利益の分配及び事業遂行上被った損失の取扱いに関する原則 

 

 解散事由、解散手続、会社財産の清算手続 

 

 定款の変更・補足の手続 

 

 合名会社における各社員の氏名及び署名；有限会社における法的代表者及び会社

所有者、社員又はその代理人の氏名及び署名；株式会社における法的代表者及び
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発起人株主又はその代理人の氏名及び署名 

 

 社員又は株主により合意されたその他の事項。ただし、かかる合意は法律と矛盾

するものであってはならない 

 

3. その他の遵守事項 

 

上記に加え、外国投資家及びそのベトナムにおける子会社は、投資家及び会社の権利及び

義務、投資証明書受領後の営業登録の内容の開示要件、企業の名称及び各企業形態につい

ての組織構造に関する規定など統一企業法に基づくその他の規定を遵守しなければならな

い。 

 

統一企業法に基づき、企業の法的代表者は職務期間中、ベトナムに居住しなければならな

い。企業の法的代表者がベトナムを 30 日以上離れる場合には、企業の法的代表者は、他の

者に対し、書面により法的代表者としての権限を付与しなければならない。 
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競争法（COMPETITION LAW） 
 

競争に関する法律 No. 27/2004/QH11（Law No. 27/2004/QH11 on Competition）（「競争法」）は、

2004 年 12 月 3 日付の国民会議にて採択され、2005 年 7 月 1 日付で施行された。 

 

競争法は、以下の規制を主な指針として施行される。 

 

 2005 年 9 月 15 日付の競争法の施行について詳細な指針を定める Decree No. 

116/2005/ND-CP（「Decree No.116」） 

 

 2005 年 9 月 30 日付の競争分野における違反の取扱いについて定める Decree No. 

120/2005/ND-CP（「Decree No.120」） 

 

競争法は、競争を制限する契約などの競争を制限する会社の行為、市場における支配的又

は独占的地位の濫用及び経済集中を規制することによって、消費者の利益を保護すること

を目的としている。競争法は、不公正な競争行為も規制している。 

 

1. 競争法の適用 

 

競争法は、公共の利益のための商品又はサービスを生産又は供給する企業組織、個人及び

企業、政府による独占の下にある産業及び分野において営業する事業者並びにベトナムで

営業する外国の企業及び事業者団体に適用される。 

 

競争法の規定と競争の制限又は不公正な競争に関する他の法律との間に何らかの矛盾があ

る場合には、競争法が優先的に適用されるものとする。もっとも、ベトナムが調印又は加

盟している国際条約の規定が競争法と矛盾する場合には、かかる国際条約の規定が優先的

に適用される。 

 

2. 管理及び实施 

 

競争法に基づいて設置されるベトナム競争管理庁（Vietnam Competition Administration 

Department）は、競争法違反行為を審査し、経済集中過程を管理し、また、不公正な競争行

為に対処する義務及び権限を有する。 

 

首相により選任及び解任される 11 人から 15 人の委員から構成される競争評議会

（Competition Council）は、競争を制限する行為について取り扱う機能を有する独立した機

関である。 

 

3. 競争を制限する行為 

 

3.1 競争制限的協定 

 

競争制限的協定は、以下の協定を含む。 

 

 直接又は間接的に価格を拘束する協定 

 

 販売市場又は原料供給源を分割する協定 
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 生産量、購入量又は販売量を制限する協定 

 

 技術の開発又は技術投資を制限する協定 

 

 契約締結の際、条件を課す又は契約事項に無関係な義務を強要する協定 

 

 他者の市場参入若しくは事業の拡大を阻止又は阻害する協定 

 

 協定の当事者ではない事業者を市場から排除する協定 

 

 入札の際の談合 

 

上記の協定のうち最初の５つの類型は、協定の当事者らが関連市場において合計で 30％以

上の市場占有率を有する場合にのみ禁止される。その他３つの類型は、当事者の市場占有

率に拘らず厳格に禁止される。例外は、上記の協定のうち最初の５つの類型につき、特定

の基準が満たされた場合に認められ得る。例えば、費用の削減や消費者の他の利益に資す

る場合である。 

 

3.2 市場支配的地位及び独占的地位 

 

一つの企業が関連市場において 30％以上の市場占有率を有する場合又は一つの企業が当該

市場での競争を实質的に制限することが可能な場合には、その企業は、市場支配的地位に

あるとみなされる。 

 

複数の企業又は企業集団は、競争を制限するために共同し、かつ、以下のいずれかの要件

を満たした場合には、市場支配的地位にあるとみなされる。 

 

 企業又は企業集団の二者が、関連市場において 50％以上の市場占有率を有する場

合 

 

 企業又は企業集団の三者が、関連市場において 65％以上の市場占有率を有する場

合 

 

 企業又は企業集団の四者が、関連市場において 75％以上の市場占有率を有する場

合 

 

ある事業者に競争者が全く存在しない場合、当該事業者は、独占的地位にあるとみなされ

る。 

 

市場支配又は独占的地位の濫用 

 

ある市場において支配的又は独占的地位にある事業者は、以下の行為を行うことを禁じら

れる。 

 

 競争者を排除する目的で、原価の合計を下回る価格で商品を販売し又はサービス

を提供すること 

 

 消費者に不利益をもたらす、商品又はサービスについての不当な購入価格又は販
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売価格の強制又は再販売価格の拘束 

 

 消費者に不利益をもたらす、生産又は流通の抑制、市場の制限又は技術開発の妨

害 

 

 競争上の不公平をもたらす、同種の取引における事業者により異なる取引条件の

付与 

 

 契約締結の際、条件を課す又は無関係な義務を強要する行為 

 

 市場参入阻止行為 

 

以上に加え、独占的地位にある会社は、以下の行為を行うことも禁じられる。 

 

 消費者に対し不利益を与える条件を課すこと 

 

 独占的地位を利用して、合理的な理由のない契約内容の一方的な変更又は解除を

すること 

 

3.3 経済集中 

 

競争法は、「経済集中（economic concentration）」という概念を規定している。経済集中は、

合併（merger）、統合（consolidation）、買収（acquisition）、合弁事業（joint venture）及びそ

の他の形態の経済集中を含む。合併、統合、買収及び合弁事業の定義は、競争法において、

具体的に定められている。 

 

経済集中の当事者となる事業者の合計市場占有率が、関連市場において、50％以上に相当

する場合に、経済集中は禁じられる。経済集中の当事者となる事業者が、関連市場におい

て、合計で 30％から 50％の市場占有率を有する経済集中を予定している場合には、それら

の事業者の法定代理人は、ベトナム競争管理庁にその旨の届出をし、開始前にその承認を

得なければならない。禁止される経済集中についての例外は、競争法の規則に定められて

いる一定の基準が満たされた場合に認められ得る。 

 

4. 制裁 

 

競争法違反に対する制裁は以下のものを含む。 

 

 警告 

 

 対象事業者の年間の売上高の 10％を上限とする制裁金 

 

 営業許可の取消 

 

さらに、違反者は以下の是正措置を課されることもある。 

 

 支配的地位を濫用した企業の再編成 

 

 合併又は統合した企業の分割又は被買収企業の強制売却 
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 関連する契約又は取引から、競争法の規定に違反する条項の削除 

 

 違反行為により生じた競争制限的効果を排除するために必要なその他の措置 

 

5. 不公正な競争 

 

不公正な競争行為は、以下のものを含む。 

 

 混乱を生じさせる表示 

 

 企業秘密の侵害 

 

 事業者又は取引先に対する、強制的又は脅迫的な手段による他の事業者と取引さ

せない旨の強制 

 

 他の事業者の中傷 

 

 他の事業者の事業活動の妨害 

 

 不公正な競争を目的とする広告活動 

 

 不公正な競争を目的とする販売促進活動 

 

 組織による差別的取扱い 

 

 違法な重層的物品販売（マルチ商法）（multi-level sales）を行うこと 

 

 政府により規定された競争法において定められた基準によるその他の不公正な競

争行為 

 

6. 手続 

 

競争法は、ベトナム競争管理庁の機能、競争評議会、競争法違反事件の取扱い及び審査に

関する手続、競争関連手続並びに競争制限的協定及び経済集中に関連する禁止に対する例

外を検討する手続に関する、多くの規定を含んでいる。 
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共通投資法（INVESTMENT LAW） 
 

投資に関する法律 No. 59/2005/QH11（Law No. 59/2005/QH11 on Investment）（「共通投資法」）

は、2005 年 11 月 29 日付の国民会議にて採択され、2006 年 7 月 1 日付で施行された。共通

投資法は、ベトナム投資家及び外国投資家の双方が、ベトナム内外において投資を行う際

に遵守すべき統一された法的枠組みを提供するために制定された。具体的には、共通投資

法は、優遇又は制限の対象となる投資分野、投資家が实行することのできる投資形態、適

用される許可要件、紛争解決及びベトナムが投資家に付与する保障に関する一般条項を定

めている。以下は、共通投資法の主要な点についての概要である。 

 

共通投資法は、以下の規制を主な指針として施行される。 

 

 2006 年 9 月 22 日付の共通投資法における複数の条項の施行に関する詳細な規定及

びガイドラインを定める Decree No. 108/2006/ND-CP（「Decree No.108」） 

 

 2006 年 9 月 21 日付の統一企業法（Law on Enterprise）及び共通投資法に基づく外

資企業による投資証明書（Investment Certificates）の差替えのための再登録、変更

及び登録に関する Decree No.101/2006/ND-CP（「Decree No.101」） 

 

 2006 年 10 月 19 日付のベトナムにおける投資手続を遂行するための標準書式を発

行する Decision No. 1088/2006/QD-BKH（「Decision No.1088」） 

 

共通投資法は、特定の投資分野に関する特別法が優先するものの、ベトナムにおけるあら

ゆる投資活動が共通投資法の条項に従うことを必要としている。外国投資については、契

約当事者は、共通投資法が定めていない論点につき、外国法及び国際的な投資慣習を適用

することを合意することができる。もっとも、かかる外国法及び国際的な投資慣習は、ベ

トナム法の基本原則と矛盾してはならない。 

 

1. 投資保障 

 

ベトナムは、投資家の投下資本及び法的財産を、行政措置を通じて国有化しない又は没収

しないことの保障を含む様々な投資保障をしている。特に、ベトナムは、外国投資家に関

して、国際協定に基づきベトナムが約束した投資分野における市場参入制限の段階的廃止

のスケジュールを前提として市場参入することを保障するとともに、ベトナム国内の商

品・サービスを優先的に購入すること、製品における現地調達率を達成すること、一定の

割合の商品・サービスを輸出すること、一定の割合の商品・サービスを輸入し、若しくは、

輸入需要に応えるために輸出による外貨を調達すること、ベトナム国内での研究・開発に

おける一定レベルの達成、又は、一定の場所に本社を設立することなどの实施を強制しな

いことを保障している。ベトナムは、共通投資法及び政策の変更があった場合には、投資

家は投資家にとって最良の取扱いを受けることができることを保障している。 

 

2. ベトナムにおける投資活動から生じる紛争解決のために、外国裁判所／仲裁を選択する

ことに係る裁量 

 

共通投資法は、ベトナムにおける投資活動から生じる紛争を解決するために、外国裁判所

／仲裁を採用する選択肢を外国投資家に付与した点で、重要な一歩を踏み出した。具体的

には、ベトナム企業と外国投資家もしくは外資企業との間の紛争又は外国投資家同士の間
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の紛争は、ベトナム裁判所、ベトナム仲裁、外国仲裁、国際仲裁又はアドホック仲裁のう

ちのいずれかにより解決される。 

 

外国投資家とベトナムの所管当局との間の紛争は、外国投資家と所管当局との間で締結さ

れた契約又はベトナムが加盟している国際協定において合意されている場合を除き、ベト

ナム裁判所又はベトナム仲裁により解決されることになる。 

 

3. ベトナムにおける直接投資形態 

 

直接投資形態は、100％外資会社又はベトナム会社、ベトナム当事者と外国投資家との間の

合弁企業、事業協力契約（Business Cooperation Contract）、建設・運営・譲渡契約（BOT Contract）、

建設・譲渡・運営契約（BTO Contract）、建設・譲渡契約（BT Contract）、事業開発への投資、

投資活動の運営に参画するための株式購入もしくは資本出資並びに企業の合併及び買収を

含む。 

 

4. 投資優遇並びに条件付投資分野及び投資禁止分野 

 

共通投資法は、特に、投資優遇が保障されている産業及び分野とともに、条件付投資分野

及び投資禁止分野について定めている。銀行、金融、健康、出版、教育、娯楽及び不動産

のようなサービス産業への投資は条件付きとなる。外国投資家は、さらに、国際協定に基

づきベトナムが約束した投資分野における市場参入制限の段階的廃止のスケジュールに従

う必要がある。設立資本の 51％以上が企業におけるベトナム投資家に帰属する場合には、

企業における外国投資家はベトナム投資家として取り扱われる3。 

 

投資優遇としては以下のものが挙げられる。 

 

 投資優遇が保障されている分野又は地域の投資案件を有し、当該案件实施のため

に新規に経済組織を設立する投資家は、法人税に関する法規に従い、一定期間 10％

又は 20％の軽減税率、2 年間から 4 年間の納税免除、4 年間から 9 年間の 50％の

減税（適格納税義務者に対する措置）を受けることができる（詳細は法人税法の

解説を参照）。 

 

 投資家は、統一企業法に従い組織され活動している企業、法律の規定に従う金融

機関などの経済組織（economic organization）に出資し又はその株式を購入するこ

とにより得た配当について、当該組織が法人税を納入した後に、税法上の優遇を

受けることができる。 

 

 投資家は、ベトナムにおけるプロジェクトの实施のために輸入する設備、物資、

輸送機械及びその他の商品についての輸入税の免税を受けることができる。 

 

 投資家は、投資優遇を保障されるプロジェクトへの技術移転による収入につき、

税法に従い、所得税の免除を受けることができる。 

 

 投資家は、欠損金を繰り越すことができ、法人税法に従い、翌年度以降 5 年を超

                                                        
3 共通投資法においては、「設立資本の 51％以上が企業におけるベトナム投資家に帰属する場合には、企

業における外国投資家はベトナム投資家として取り扱われる」と定めているものの、实際、どのように外

国投資家が扱われるかは不明瞭である 
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えない範囲で課税収入から控除することができる。 

 

 投資優遇が保障されている分野又は地域の投資プロジェクトや経済的効率性の高

い事業プロジェクトにおいては、法令に定められた減価償却率の 2 倍を超えない

範囲で、生産、経営活動に使用される固定資産の償却期間を短縮することができ

る。 

 

 国家が投資家に対し土地を割り当てる投資プロジェクトや投資優遇が保障されて

いる分野又は地域における投資プロジェクトにおいて国家が土地をリースする場

合、投資家は、土地や税務に関する法令に従い、土地使用税、土地使用料、土地

リース料、水道リース料の減免を受けることができる。 

 

国の投資管理当局は、投資家に付与される投資優遇を、投資証明書に直接列挙する。 

 

共通投資法は、共通投資法の施行日以後、ベトナム投資家は投資プロジェクトをプロジェ

クトごとに登録しなければならず、あるいは、規模の大きいプロジェクト又は慎重に取り

扱うべきプロジェクトについては承認を求めなければならないというベトナム投資家に対

する新しい要件を定めている。 

 

特に、ベトナム投資家は、投資額が 150 億ベトナムドンから 3,000 億ベトナムドンである投

資プロジェクトを、省の投資管理当局に登録しなければならず、ベトナム投資家の請求に

応じて投資証明書が発行される。投資額が 150 億ベトナムドン未満のプロジェクトについ

ては、投資証明書は不要である。同様に、外国投資家は、投資額が 3,000 億ベトナムドン未

満の投資プロジェクトを、省の投資管理当局に登録しなければならない。投資証書の発行

の期限は、登録に関する不備のない書類を受領してから 15 日を超えてはならない。申請書

類及び手続の具体的な指針は、Decree No.108 及び Decision No.1088 に詳細に規定されてい

る4。 

 

5. 投資プロジェクトの審査 

 

ベトナム投資家及び外国投資家双方が関与する投資額が 3,000 億ベトナムドン以上の投資

プロジェクト及び条件付投資プロジェクトは審査を受けなければならない。審査される項

目は、種々の国家計画に対するプロジェクトの適正性、プロジェクトの土地使用要望、プ

ロジェクトの進行予定、環境対策を含む。条件付投資分野に属する投資プロジェクトは、

当該条件を確实に充足するか評価されなければならない。審査には、登録に関する不備の

ない書類を受領してから 30 日を要し、最長 45 日まで延長することができる。申請書類及

び手続の具体的な指針は、Decree No.108 及び Decision No.1088 に詳細に規定されている5。 

 

6. 投資プロジェクトの登録及び再登録 

 

ベトナムにおいて初めて投資を行う外国投資家は、投資プロジェクトを保有し、且つ、か

かる投資プロジェクトを投資管理当局に登録しなければならない。発行される投資証明書

は、新規に設立された企業の事業登録証書（Business Registration Certificate）となる。外国

投資プロジェクトは、50 年を超えることはできない。政府は、必要に応じて、より長期の

投資期間を決定することができるが、70 年を超えることはできない。 

                                                        
4 Decree No.108 第 43 条及び第 44 条並びに Decree No.1088 別紙 I-XVI 
5 Decree No.108 第 45 条乃至第 49 条並びに Decree No.1088 別紙 I-XVI 
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共通投資法は、許可取得後に投資家がプロジェクトを实行するための手続に関する詳細な

規制を定めている。共通投資法は、また、一章を国家プロジェクトに、一章を海外投資に

割いている。特に、海外投資に関しては、投資家はベトナムに利益及び収入を返送しなけ

ればならない。投資家がそれをできない場合には、投資家は、国家所管当局より承認を取

得しなければならない。 

 

共通投資法の施行日以前に許可を取得していた外資会社には、現行の共通投資法に基づき

事業を再登録し、投資証明書の発行を受けるという選択肢がある。再登録した会社は、共

通投資法に従ったあらゆる権利及び恩恵を保障され6、再登録しないことを選択した会社は、

現行の共通投資法を遵守する必要があるが、その期間及び事業範囲の拡張は制限される7。

                                                        
6 Decision No.101 第 9 条 
7 Decision No.101 第 9 条 
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関税法（CUSTOMS LAW） 
 

関税に関する法律 No. 29/2001/QH10（Law No. 29/2001/QH10 on Customs）（「関税法」）は、

2001 年 6 月 29 日付の国民会議にて採択され、2002 年 1 月 1 日付で施行され、2005 年 6 月

14 日付で法律 No. 42/2005/QH11（Law No. 42/2005/QH11 on Customs）によって改正された。 

 

関税法は、(i) 輸出品、輸入品、又は、ベトナムを経由する商品に対する関税、(ii) ベトナ

ムに出入国する国内外の組織又は個人及びベトナムを経由する国内外の組織又は個人のあ

らゆる交通手段、並びに(iii) 関税業務を扱う組織又は業務に関する国家による管理につき

定めている。特に、ベトナムに輸入され、又は、ベトナムから輸出される商品については、

関税に係わる関係書類を添付し、かつ、関税法及びその施行規則により義務付けられる税

関手続を遵守しなければならない。税関検査又は税関手続後の検査において法令違反が見

つかった場合には、輸出業者ないし輸入業者に対して一定の制裁が課される。 

 

関税に係わる重要な問題としては、特に外国の輸出業者と当該業者と関係を有する輸入業

者との間の取引に係わる商品の関税評価額算定（customs valuation）の問題、日本と ASEAN

との間の自由貿易協定（free trade agreement）のような優遇的な原産地規則（rules of origin）

がある場合に生じる原産地規則の問題、関税に係わる分類の問題、報告義務又は自由貿易

区域（free trade zones）の利用のような税関手続の問題、そして、戦略的なサプライチェー

ン・マネージメント（supply chain management）の問題などが挙げられる。 

 

関税法は、以下の規制を主な指針として施行される。 

 

 2005 年 12 月 15 日付で政府より発行された、税関手続、税関検査及び監督に関す

る関税法の一定の規定を詳述する Decree No.154/2005/ND-CP（「Decree No.154」） 

 

 2007 年 6 月 7 日付で政府により発行された、関税の分野における行政上の違反行

為に対する処分、及び行政の決定についての強制執行に関して規定する Decree No. 

97/2007/ND-CP（「Decree No.97」） 

 

 2009 年 2 月 18 日付で政府により発行された、Decree No.97 の一定の規則を改正・

補足する Decree No. 18/2009/ND-CP（「Decree No.18」） 

 

 2009 年 4 月 20 日付で財務省（Ministry of Finance）により発行された、税関手続、

すなわち、税関検査と監督、輸入関税、輸出関税、並びに輸入及び輸出について

適用される税務行政（Tax Administration）に関するガイドラインを定めた Circular 

No.79/2009/TT-BTC（「Circular No.79」） 

 

 2009 年 11 月 25 日付で財務省により発行された、試験的な電子税関手続（pilot 

E-customs Procedures）のガイドラインを定めたCircular No. 222/2009/BTC（「Circular 

No.222」） 

 

2006 年 5 月 15 日付で財務省に属する税関総局（General Department of Customs）により発行

された、商業用の輸入品・輸出品に適用される税関手続についての規定を公表する Decision 

No. 874/QD-TCHQ（「Decision No.874」） 
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1. 輸出入される商品についての税関必要書類 

 

税関書類としては、①税関申告書（declaration form）、②商業送り状（commercial invoices）、

③商品の売買契約書、④発行権限のある行政機関によって発行された適切な許可書、⑤一

定の商品について、法律により必要とされるその他文書が必要である。商品が一定の種類

である場合には、輸出・輸入許可書（import/export permits）、型式（形式）承認書（type approvals）、

原産地証明書（certificates of origin）、船荷証券（bills of lading）が、追加的に必要とされる8。

税関書類のうち一定の文書は、原本でなければならない。写しでも可とされるその他の文

書については、企業の代表者又はそれらの文書の適法性についての責任を負う権限のある

代表者によって認証、署名及び捺印されなければならない9。 

 

企業は、将来における税関手続後の検査において必要とされる文書の提供や証明を容易に

するため、税関書類を関税申告の日から尐なくとも 5 年間保管しなければならない。 

 

2. 商品の輸入・輸出のための税関手続 

 

税関申告者（customs declarant）は、まず、税関申告書を含む税関書類を税関職員に提出し

なければならない。輸入品のための税関申告は、商品が、国境に到達してから 30 日以内に

行わなければならない。輸出品のための税関申告は、尐なくとも、輸送機関がベトナムを

出発する 8 時間前までに行わなければならない10。 

 

税関申告者は、完全に、明確に、かつ正確に、商品名、商品の関税分類コード（customs 

classification code of the goods）、単位（unit）、数量、重量、品質、原産地、価格、課税評価

額（customs value）、税率、その他税関申告書で規定された基準を申告しなければならない。

申告者は、国に対して支払うべき税額及びその他課徴金を計算するものとし、当該申告し

た項目について法律上責任を負う11
 。 

 

現在、税関申告者は、税関書類を、紙媒体により提出する方法又は税関申告者が登録して

おり、かつ、電子税関手続（e-customs procedure）の利用を許可されている場合には、電子

的に提出する方法のいずれかの方法により提出することができる12。電子税関手続は、現在、

複数の州及び市で利用することが可能であり、同手続においては税関当局と税関申告者と

の間で入力データを転送することが認められている。電子税関手続を行うことができる税

関申告者には、ベトナム国内に商業的拠点を持たないが、ベトナム法に従って輸入若しく

は輸出する権利の登録証明書を付与された外国商人が含まれる13。 

 

税関書類受領後、税関当局は、提出された税関申告書を登録するための条件について確認

をし、条件が充足されていた場合には、当該申告を登録して、予備的に申告及びその根拠

となる書類を調査する。担当する税関当局の部門の長は、税関の電子システムを使用でき

る場合には当該システムにおいて得られるデータに基づいた機械的な分析により、また電

                                                        
8 関税法第 22 条、Decree No.154 第 7 条、Circular No.79 第 11 条 
9 Decree No.154 第 7 条 
10 Circular No.79 第 10.1 条 
11 Decree No.154 第 8 条 
12 Decision No.222 
13 Decision No.222 第 3.1 条、第 6.1 条 
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子システムが使用できない場合には税関職員の提案にしたがって、以下に掲げるものから

税関検査の形式及び水準を一つ選択する14。 

 

 「Green Lane」商品は、税関書類の予備的な調査の終了により、それ以上の調査を

経ずに税関を通過し得る。 

 

 「Yellow Lane」商品は、实際の商品の調査は免除されるが、詳細な税関書類の調

査の対象となる。 

 

 「Red Lane」商品は、詳細な税関書類の調査とともに、商品の調査の対象となる。

商品の調査が、商品全体を対象とするか、商品のサンプルのみを対象とするかは

具体的な事案による15。 

 

一定の場合には、税関手続を終えていない商品でも、税関を通過する場合がある16。 

 

上記の手続のほかに、関税法とその施行規則は、輸送中の商品、無関税港（entrepots）、自

由貿易区域（free trade zones）、保税倉庫（bonded warehouses）、免税倉庫（duty free warehouse）

に運ばれた商品、商品輸出のための一時的な輸入、出入国のための交通手段又はベトナム

を経由する交通手段などのための税関手続をも規定している。また、同法は、知的財産権

の保護に係わる請求があった場合に、商品についての税関手続を差止める手続を定めてい

る。 

 

3. 税関手続後の検査 

 

税関書類及び商品の検査が、税関手続後の検査手続に従い、商品が税関を通過した後に行

われることがある。 

 

税関手続後の検査は、税関当局において、会社が税法及び関税法を遵守しているかを検査

するために、定期的に行われる17。 

 

また、税関手続後の検査は、会社において、税関総局の代表者（General Director of General 

Department of Customs）又は州の税関部門の代表（ the directors of provincial Customs 

Departments）により発行された「検査通知（Inspection Notice）」に従い行われることがある
18。 

 

いずれの状況においても、会社は検査官による質問に対して、限られた期間内で回答する

義務がある19。従って、将来の不服申立手続（appeal process）における会社の立場を保護す

るために、確实に適切かつ適時の説明をすることが極めて重要である。 

                                                        
14 Decision No.874 商業上の輸出品、輸入品に適用される税関手続についての規定第 2 章第 1 節第 1 項

（Point 1, Step 1, Section II, Regulation on Customs Procedures Applicable to Commercially Imported or Exported 

Goods） 
15 Decision No.874 商業上の輸出品、輸入品に適用される税関手続についての規定第 2 章第 1 節第 2 項

（Point 2, Step 1, Section II, Regulation on Customs Procedures Applicable to Commercially Imported or Exported 

Goods） 
16 関税法第 25.2 条、Decree No.154 第 12.3 条 
17 Circular No.79 第 148 条 
18 Circular No.79 第 146 条、第 149.2 条(a) 
19 Circular No.79 第 149 条 
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税関手続後の検査により脱税や不正の徴候が見られた場合には、検査チームは税務調査を

勧める場合がある20。 

 

税金の未納額の追徴に加えて、行政上の違反行為は行政罰の対象となる。脱税行為が刑法

上、犯罪に該当する場合には刑事訴追の対象となり、行政罰ではなく、刑事手続に従って

取り扱われることとなる21。会社が、商品の検査に先立ち又は税関申告書を提出後 60 日以

内で、かつ、税関手続後の検査若しくは税務調査に先立って、補足の申告書を自発的に作

成した場合には、納税者は滞納について制裁の対象となるのみで、不正申告又は脱税によ

る行政罰については免除されることに留意する必要がある。 

 

                                                        
20 Circular No.79 第 149.4 条(d)(e) 
21 Decree No.18 によって改正された Decree No.97 第 5 条、第 6 条 
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外国為替管理に関する規則（ ORDINANCE ON FOREIGN EXCHANGE 

CONTROL） 
 

外国為替管理に関する規則 No. 28/2005/PL-UBTVQH11（Ordinance No. 28/2005/PL-UBTV 

QH11 on Foreign Exchange Control）（「外為規則」）は、2005 年 12 月 21 日付の国民会議の常

任委員会にて採択され、2006 年 6 月 1 日付で施行された。外為規則は、ベトナムにおける

外国為替取引について規定している。外為規則は、特に、経常取引、ベトナムへの外国投

資、ベトナムから海外への投資、証券の発行及び金の取引につき規定している。 

 

外為規則は、以下の規制を主な指針として施行される。 

 

 2006 年 12 月 28 日付の外国為替管理に関する規則の施行について詳細な規制を定

める Decree No. 160/2006/ND-CP（「Decree No.160」） 

 

1. 外国為替取引の实施 

 

一般に、外国為替取引は、ベトナムに所在する認可金融機関を通じて行われなければなら

ない。外為規則における認可金融機関とは、外国為替取引を实行すること及び外国為替に

関する業務を提供することを許可された銀行又は銀行以外の金融機関をいう。銀行は、ベ

トナム国家銀行（State Bank of Vietnam）が発行する規則に従い、外国為替に関する業務を提

供することができる。銀行以外の金融機関は、ベトナム国家銀行に登録することによって、

一定の外国為替に関する業務を提供することができ、その他の組織は、ベトナム国家銀行

から免許を受けている場合には、一定の外国為替に関する業務を提供することができる。 

 

2. 経常取引 

 

外為規則に基づき、居住者及び非居住者は、互いに自由に経常取引を行うことができる。

経常取引は、資本移転以外の目的で行われる居住者と非居住者との間の取引と定義される。

特に商品及びサービスの輸出入に関する経常取引の自由化のための条件は、Decree No.160

により詳細に定められている。 

 

3. 海外投資 

 

海外投資に関して、外為規則は、海外投資を許可された居住者は、認可金融機関において

開設された自己の外貨口座にある外国通貨及び認可金融機関から購入又は貸借した外国通

貨を投資のために用いることができると規定している。海外への資本移転は、外為規則及

びベトナム国家銀行の定めるその他の関連する規制に従って行われなければならない。 

 

4. 取引及び表示における外国通貨の参照及び利用 

 

ベトナムにおいては、取引が金融機関又は仲介機関を通して（又は首相により認可される

など、一定の条件に基づいて）行われるものでない限り、取引、商品及びサービスの価格

の表示並びに広告において、外貨を用いること又は外貨を参照することは違法である。外

国為替に係る制限が免除される取引については、Decree No.160 に列挙されている。 
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5. 外貨口座 

 

居住者及び非居住者は、外為規則に基づき、認可金融機関に外貨口座を開設することが認

められている。組織たる居住者が海外に口座を開設するためには、ベトナム国家銀行の認

可が必要である。個人たる居住者は、海外に滞在する間、その国の規制に従って、口座を

開設することができる。 
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民事訴訟法（CIVIL PROCEDURE CODE） 
 

民事訴訟手続に関する法律 No. 24/2004/QH11（Law No. 24/2004/QH11 on Civil Procedures）

（「民事訴訟法」）は、2004 年 6 月 15 日の国民会議にて採択された。民事訴訟法は、刑事事

件と行政事件を除く、全ての事件のための民事上の手続を規定する。具体的には、民事訴

訟法は、民事事件、経済（商事）事件、労働事件、家事（離婚・子供の監護権）事件に適

用される。 

 

民事訴訟法は、民事手続に適用される一般原則、民事手続に参加する当事者、民事手続を

行うよう指定された当事者（機関）、適用可能な執行手段、証拠に係る規定、審理及び裁判

の準備、再審理及び控訴の手続を定めている。民事訴訟法は外国における仲裁判断及び外

国判決の承認についても規定している。 

 

民事訴訟法は、以下の規制を主な指針として施行される。 

 

 2005年3月 31日付で最高人民裁判所裁判官評議会（Supreme People’s Court’s Judicial 

Council）により発行された、民事訴訟法の一般条項に関する Resolution 

No.01/2005/NQ-HDTP（「Resolution No. 01」） 

 

 2005 年 9 月 17 日付で最高人民裁判所裁判官評議会により発行された、証明及び証

拠に関する Resolution No.04/2005/NQ-HDTP（「Resolution No. 04」） 

 

 2005 年 4 月 27 日付で最高人民裁判所裁判官評議会により発行された、保全及び執

行手段に関する Resolution No.02/2005/NQ-HDTP（「Resolution No. 02/2005」） 

 

 2006 年 5 月 12 日付で最高人民裁判所裁判官評議会により発行された、第一審手続

に関する Resolution No.02/2006/NQ-HDTP（「Resolution No. 02/2006」） 

 

 2006 年 8 月 4 日付で最高人民裁判所裁判官評議会により発行された、控訴審手続

に関する Resolution No.05/2006/ NQ-HDTP（「Resolution No. 05」） 

 

 民事手続における検察官の関与に関する Inter-Circular No.03/2005/TTLT- 

VKSNDTC-TANDTC（「Inter-Circular No. 03」） 

 

1. 民事訴訟手続の参加当事者 

 

個人や法人（会社及び他の組織）は、ある裁判所が紛争や事件について管轄を有する場合

には、紛争や事件について当該管轄裁判所に提訴することができる。民事訴訟法に基づい

て、当事者は、民事事件、商事事件、労働事件及び家事事件につき、管轄裁判所に提訴す

る権限を有する。 

 

原告が法人の場合には、当該法人は、訴状に署名し、（当局によって登録された）会社印を

捺印しなければならない。原告は、裁判所に対し、代理人（Authorized Person(s)）の氏名を

列挙した権限委任状（Letter of Authorization）を送付することによって、代理人を手続に参

加させる権利を有している。また、原告は、裁判所による承諾を前提として、自らの正当

な権利と利益を守るため、弁護士を起用する権利を有する。他の当事者（例えば、被告や

関連する第三者）にも同じ権利が与えられている。 
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代理人や弁護士のみならず、全ての当事者は、訴状を提出した日から紛争が解決する日ま

で、当該民事訴訟手続に参加しなければならない。これには、第一審手続、控訴審手続、

再審理手続（すなわち、控訴裁判所が判決を下した後で開始された、最高人民裁判所への

二度目の上訴手続）が含まれる。 

 

2. 民事手続を行う機関 

 

裁判所 

 

憲法及び民事訴訟法の下では、裁判所は、事件解決の中核的な機関とされている。ベトナ

ムには、3 つのレベルの裁判所がある。 

 

 最高人民裁判所（The Supreme People’s Court） 

 

 省級人民裁判所（Provincial People’s Courts） 

 

 県級人民裁判所（District People’s Courts） 

 

県級人民裁判所及び省級人民裁判所は、管轄権（当該紛争・事件の複雑性に基づき判断さ

れる。）を有する第一審を審理する権限を持つ。最高人民裁判所は、控訴された事件又は再

審理の対象となった事件を扱う。 

 

第一審は、原則として、一人の裁判官により審理される。裁判長は、同じ裁判所の他の裁

判官に事件を割り当てる権限を有する。事件を受理した後は、裁判官は、独立して、民事

訴訟法及びその施行規則に従って、事件を解決に導く。 

 

検察官 

 

当該事件が民事訴訟法において明記される一定の民事事件の場合には、裁判所と同じ審級

の検察官が一定の民事手続に参加する。しかしながら、实際には、検察官は、主として、

民事手続中において裁判所や参加当事者の法の遵守を確保する責務を負っている。 

 

3. 第一審の審理の準備 

 

裁判所は、訴状が提出され、訴訟費用の前払金が支払われた場合に、事件を受理する。 

 

裁判官が第一審の審理を準備している間、事件の当事者は、以下の行為に着手する必要が

ある。 

 

 紛争に関する書面を作成すること 

 

 主張及び関連証拠を再送すること 

 

 裁判官による調停手続に出席すること 

 

これらの行為が完了し、当事者が調停手続において合意に至らなかった場合には、裁判官

は、事件を解決するため、審理・裁判を開始することができる。 
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4. 第一審の審理及び控訴 

 

第一審の審理 

 

第一審の審理・裁判は 1 人の裁判官と 2 人の一般人（「人民参審員（people’s assessors）」）で

構成される合議体によって行われる。合議体を運営する裁判官は、最初から当該事件を担

当する裁判官であり、他方、人民参審員は、地方の人民委員会（local People’s Committee）

によって指名された後に裁判所の書記官（secretary of the court）により招集される。人民参

審員の任期は 5 年間である。 

 

裁判官には審理や裁判を指揮する権限が与えられているが、事件の判決を決定するに際し

て、裁判官と各人民参審員はそれぞれ一票ずつ有している。合議体が判決を下したら、そ

の判決は法廷で言い渡される。当事者は、判決の写しを請求することができるし、控訴手

続により上級裁判所へ控訴することもできる。 

 

控訴審の審理 

 

控訴審の審理は、3 人の裁判官の合議体によって行われ、当事者が控訴申立書において主張

した点につき判断する。合議体は、控訴を棄却又は認容する権限を有し、各裁判官は平等

の評決権を有する。より具体的には、合議体は以下のような判断を下す。 

 

 一審判決を認容する。 

 

 一審判決を修正する。 

 

 一審判決を破棄し、事件を下級審に差し戻す。 

 

ベトナム法には、「事实審」又は「法律審」といった概念はない。従って、控訴審は、二度

目の事件の解決のための裁判・審理を行う二段階目の裁判所と言われることがある。 

 

5. 証拠と立証 

 

事件の当事者（特に、原告）は、請求や主張を立証するために証拠を提出しなければなら

ない。しかしながら、裁判所もまた、裁量又は参加当事者の申立てに基づき、必要に応じ

て証拠を収集することができる。 

 

証拠の収集及び提出は、第一審及び控訴審の両手続中に行うことができる（このような制

度は、時に、事件の結果の決定に不確实性をもたらすことがある。）。これは、裁判所が各

当事者によって提出される証拠を単に調べるのではなく、裁判所はその審理するあらゆる

紛争や事件において真实を追求すべきというベトナムの法理論を反映している。 

 

外国からの（又はベトナム語以外の言語による）全ての文書と証拠は、ベトナムの裁判所

に提出される前に、認証され、ベトナム語に翻訳され、かつ、公証されなければならない。 

 

6. 保全措置 

 

原告が訴状を提出するのと同時に、原告及び被告は、裁判所に対し、民事訴訟法に規定さ

れた条件に基づいて、保全措置を申し立てることができる。原告は、手続中又は、請求が
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認諾された後においても、かかる申立てをすることができる。 

 

裁判所に保全措置を講じてもらうためには、当事者は、証拠を添付したうえ、申立書を裁

判所に提出しなければならない。申立人は、一定の金額を裁判所の管理下にある銀行口座

に供託しなければならない。 
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破産法（BANKRUPTCY LAW） 
 

破産に関する法律 No. 21/2004/QH11 on Bankruptcy（Law No.21/2004/QH11 on Bankruptcy）（「破

産法」）は、2004 年 6 月 15 日付の国民会議にて採択され、2004 年 10 月 15 日付で施行され

た。破産法は、企業又は協同組合が破産状態となったと認識された後の申立手続の開始か

ら始まる破産手続について規定している。 

 

破産法は、以下の規制を主な指針として施行される。 

 

 2010 年 1 月 18 日付の破産法の金融機関への適用に関する Decree No. 

05/2010/ND-CP（「Decree No.05」） 

 

 2009 年 2 月 6 日付の破産手続の過程において生じた行政上の違反に対する罰則に

関する Decree No. 10/2009/ND-CP（「Decree No.10」） 

 

 2008 年 11 月 3 日付の保険、証券及びその他いくつかの金融部門に係る事業を営む

企業に適用される破産法の施行に係る詳細な規定を定める Decree No. 

114/2008/ND-CP（「Decree No.114」） 

 

 2005 年 4 月 28 日付の破産法の施行に関する詳細なガイドラインを定める

Resolution No. 03/2005/NQ-HDTP（「Resolution No.03」）  

 

破産法は、個人の破産については対象としていない点に注意が必要である（個人の破産に

ついては、ベトナム法においてまだ成文化されていない。）。従って、以下に記載する破産

法の概要は、企業の再生及び破産に係る様々な側面についてのみ論じている。 

 

破産法は、国有企業、一人有限会社（single-member limited liability company）、二人以上有限

会社（multi-member limited liability company）、株式会社（joint stock company）、合名会社

（partnership company）、合弁企業、100％外資企業並びにその他ベトナム法に基づき確認さ

れる形態の企業及び協同組合に適用される22。保険、証券及びその他の金融部門に係る事業

を営む企業についての詳細な手続は、Decree No.114 に概説されている。 

 

企業又は協同組合は、無担保の債権者から請求のあった期限の到来した債務を支払うこと

ができなくなったときに、破産法に基づき「破産状態に陥った」とみなされる23。 

 

1. 更正及び再生 

 

破産法は、財政難に直面している企業に対し、一定の期間に更正及び再生する可能性を与

えるものである。問題となっている企業は、裁判所及び債権者から承認を得るために事業

再生計画を提出しなければならない。再生過程の期間は 3 年を超えることはできない。 

 

企業が破産状態から離脱した場合には、手続は停止する。あるいは、手続は企業の破産を

宠言するために続行される。 

 

                                                        
22 Resolution No.03 第 1.1 条 
23 破産法第 3 条 
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2. 企業の破産 

 

破産法は、以下の事由に関する必要な手順及び指針を明記している。 

 

 法域24
 

 

 開始及び申立て：破産法は破産を申し立てる関係者の義務を定めている25
 

 

 費用の支払い26
 

 

 手続の公示：新聞により公表し、関係当事者に連絡される 

 

 債権者による債務の支払請求27
 

 

 手続の管理：資産の管理及び清算に関する委員会（Committee for Management and 

Liquidation of Assets）、債権者リスト、債権者集会を含む 

 

 資産の保全：破産手続の開始前 3 ヶ月に行われた一定の資産に関連する取引は無

効とみなされることがある28
 

 

 活動の制限：破産手続が開始した日から、企業の一定の活動は禁止され又は裁判

所からの事前の書面による承認が必要とされる29
 

 

 清算30
 

 

 支払順序31
 

 

 破産宠言32
 

 

 民事訴訟法（Civil Procedure Code）に基づく裁判所の決定の執行 

 

 裁判所の決定への不服申立て：上級裁判所は不服申立てにつき検討し解決し、全

当事者に対する最終的な拘束力のある決定を出す33
 

 

金融機関に適用される事業再生及び破産手続に関して、申請書類に係る具体的な指針及び

ベトナム国家銀行（State Bank of Vietnam）の責任等は、Decree No.05 に規定されている。 

 

破産手続实行中の法令違反は、生じた損害の負担とともに、懲罰、行政処分又は刑事訴追

                                                        
24 破産法第 7 条 
25 破産法第 13 条乃至 18 条 
26 破産法第 21 条及び Resolution No.03 第 II 節第 1 条 
27 破産法第 51 条 
28 破産法第 43 条及び第 55 条 
29 破産法第 31.3 条 
30 破産法第 VI 章第 II 節 
31 破産法第 37 条 
32 破産法第 VII 章 
33 破産法第 91 条及び第 92 条 
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の対象となる.
34。Decree No.10 は、行政上の違反に対する具体的な罰金について定めている。 

 

最後に、民法（Civil Code）35、破産法及び統一企業法（Enterprise Law）36は、破産企業の経

営陣の潜在的な個人的責任について定める。企業の経営者は、行政処分及び重大な事案に

おいては刑事責任さえも負うことがある。 

 

                                                        
34 破産法第 93 条 
35 民法第 618 条及び第 622 条 
36 統一企業法第 70 条、第 72 条、第 159 条及び第 165 条 
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刑法（PENAL CODE） 
 

法律 No.15/1999/QH10（Law No.15/1999/QH10）は 1999 年 12 月 21 日付の国民会議にて採択

され、2009 年 6 月 19 日付の法律 No.37/2009/QH12（Law No.37/2009/QH12）により改正され

た（総称して「刑法」）。 

 

刑法は 24 章、344 条から構成される。最初の 10 章は総則であり、次の 10 章は各犯罪に関

する規定である。刑法は犯罪行為を行った者に課される刑事責任の根拠を規定している。

刑法は、犯罪を、刑事責任能力を有する自然人が故意又は故意によらずに犯した危険な行

為（a dangerous act committed intentionally or unintentionally by a person having the capacity for 

penal liability）と定義しているため、自然人のみに適用され、組織には適用されない。 

 

刑法は、以下の規制を主な指針として施行される。 

 

 2000 年 8 月 4 日付の刑法総則における複数の条項の適用に関する指針を定める、

最高人民裁判所裁判官会議（Judge Council of the Supreme People Court）による

Resolution No.01/2000/NQ-HDTP（「Resolution No.01/2000」） 

 

 2001 年 3 月 15 日付の刑法第 139 条、193 条、194 条、278 条、279 条及び 289 条の

適用に関する指針を定める、最高人民裁判所裁判官会議による Resolution 

No.01/2001/NQ-HDTP（「Resolution No.01/2001」） 

 

 2003 年 4 月 17 日付の刑法における複数の条項の適用に関する指針を定める、最高

人民裁判所裁判官会議による Resolution No.02/2003/NQ-HDTP（「Resolution No.02」） 

 

 2006 年 5 月 12 日付の刑法における複数の規定の適用に関する指針を定める、最高

人民裁判所裁判官会議による Resolution No.01/2006/NQ-HDTP（「Resolution 

No.01/2006」） 

 

1. 犯罪の分類 

 

犯罪は、その性質及び社会に対して与える危険性に基づき、以下のいずれかに分類される。 

 

 「重大でない犯罪（Less serious crime）」：社会に対して大きな危害をもたらさない

犯罪。かかる犯罪の刑の上限は懲役 3 年である。 

 

 「重大な犯罪（Serious Crime）」：社会に対して重大な危害をもたらす犯罪。かかる

犯罪の刑の上限は懲役 7 年である。 

 

 「非常に重大な犯罪（Very serious crime）」：社会に対して非常に重大な危害をもた

らす犯罪。かかる犯罪の刑の上限は懲役 15 年である。 

 

 「極めて重大な犯罪（Particularly serious crime）」：社会に対して極めて甚大な危害

をもたらす犯罪。かかる犯罪についての刑は 15 年以上の懲役刑又は死刑である。 

 

犯罪に類似するが、社会に対する危険は軽微である行為は、他の手段により対処すべきも

のとする。 
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2. 刑事責任を負う年齢 

 

刑事責任は 16 歳以上の全ての者に適用される。 

 

14 歳以上 16 歳未満の者は、故意に「極めて重大な犯罪」を犯した場合又は故意若しくは故

意によらずに「特に極めて重大な犯罪」を犯した場合にのみ、刑事責任を負う場合がある。 

 

3. 公訴時効 

 

刑法上、公訴時効は、犯罪者が刑事責任について審理され得る期間と定義される。 

 

公訴時効は以下のとおりである。 

 

 「重大でない犯罪」については 5 年 

 

 「重大な犯罪」については 10 年 

 

 「非常に重大な犯罪」については 15 年 

 

 「極めて重大な犯罪」については 20 年 

 

公訴時効は犯罪が实行された日から起算される。上記の時効期間内に罪を犯した者が、新

たに懲役 1 年以上にあたる犯罪を犯した場合には、既に経過した期間は時効期間に算入さ

れず、以前の犯罪の公訴時効は新たな犯罪行為实行の日から改めて起算される。 

 

4. 刑罰 

 

刑罰は主刑と補充刑に分けられる。 

 

主刑は以下を含む。 

 

 戒告 

 

 罰金 

 

 非拘束矯正 

 

 退去強制 

 

 有期懲役 

 

 死刑 

 

補充刑は以下を含む。 

 

 一定の職務、職業又は仕事に就くことの禁止 

 

 居住の禁止 



 

 

39 
Copyright (C) 2010 JETRO. All rights reserved. 

 

 

 保護観察 

 

 一定の公民権の剥奪 

 

 財産の没収 

 

 罰金（主刑として科されていない場合） 

 

 退去強制（主刑として科されていない場合） 

 

各犯罪につき罪を犯した者は、一つの主刑のみ科せられ、かつ、複数の補充刑を科せられ

ることがある。 

 

5. 犯罪 

 

下記の類型に分類される刑法上の犯罪に関する規定は、276 条から構成される。 

 

 国家の安全を侵害する罪 

 

 人の生命、健康、尊厳及び名誉を侵害する罪 

 

 国民の民主的自由の権利を侵害する罪 

 

 所有権を侵害する罪 

 

 婚姻制度及び家族制度を侵害する罪 

 

 経済的管理秩序を侵害する罪 

 

 環境に関する罪 

 

 麻薬に関する罪 

 

 公共の安全、公共の秩序を侵害する罪 

 

 行政管理の秩序を侵害する罪 

 

 職務に関する罪 

 

 汚職に関する罪 

 

 その他の職務に関する罪 

 

 司法活動を侵害する罪 

 

 軍人の義務及び責任を侵害する罪 

 

 平和を破壊する犯罪、人類に対する反逆の罪及び戦争犯罪 
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6. 刑事責任の免除 

 

捜査、起訴及び裁判中において、状況の変化により犯罪行為や罪を犯した者がもはや社会

に対して危険性を有さないと判断された場合は、当該罪を犯した者は刑事責任を免れる。 

 

犯罪行為が発覚する前に罪を犯した者が自首し、その犯罪行為を明確に報告し、犯罪捜査

に貢献した場合、刑事責任を免除されることがある。 

 

さらに、大赦の決定があった場合は、罪を犯した者は刑事責任を免除されることがある。 
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汚職防止法（ANTI-CORRUPTION LAW） 
 

汚職防止に関する法律 No. 55/2005/QH11（Law No.55/2005/QH11 on Anti-Corruption）（「汚職

防止法」）は、2005 年 11 月 29 日付の国民会議にて採択された。これは、汚職を防止するた

めの政府の努力における画期的な出来事と考えられている。ベトナムは、経済協力開発機

構の贈賄防止条約（Organization for Economic Co-operation and Development Bribery 

Convention）の批准国ではないが、国連腐敗防止条約（UN Convention Against Corruption）に

ついては 2009 年 6 月 30 日に批准している。 

 

汚職防止法は、以下の汚職に関連する問題などを広く網羅している。 

 

 汚職防止機関の網羅的な制度開発 

 

 国家公務員、その配偶者及びその子の財産及び収入の強制的な公表 

 

 その管理下にある組織における汚職に関する組織の長の説明責任 

 

汚職防止法は、以下の規制を主な指針として施行される。 

 

 2007 年 8 月 4 日付で国民会議にて採択された、汚職防止法の複数の条項を修正及

び補足する Law No. 01/2007/QH12 

 

 2006 年 10 月 20 日付の汚職防止法を施行する Decree No. 120/2006/ND-CP 

 

 2007 年 5 月 10 日付の国家予算から財政援助を受けている機関、組織、部、幹部、

公務員及び従業員による贈物の授与、受領及び受け渡しに関する規制を公表する

首相による Decision No. 64/2007/QD-TTｇ 

 

 1999 年 12 月 21 日付で国民会議にて採択され、2000 年 7 月 1 日に施行された刑法

（Penal Code（Law No. 15/1999/QH10））（「刑法」） 

 

1. 汚職の定義 

 

汚職は、地位又は権力を有する者が、私利を図る目的でその地位又は権力を濫用すること

によって犯す行為と定義される。 

 

汚職防止法により定められる汚職の定義によると、汚職行為は以下の 4 要素を含む。 

 

 権力又は権限を有する者により行われること 

 

 その者が自己の権力又は権限を濫用すること 

 

 その濫用が、その者の私利を図るためのものであること 

 

 その濫用が、法に反するものであり、国家の利益に対し損害を与え又は機関及び

組織の適法な活動を侵害するものであること 

 

汚職行為については、12 の具体的な類型があり、そのうちの 7 類型は刑法において犯罪と
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されている。 

 

2. 法の適用範囲 

 

汚職防止法は、以下の者を含む、「責任及び権力を伴う地位にある者」を対象とする。 

 

 公務員 

 

 将校、職業軍人、人民軍（People’s Army）の機関又は部において防衛関係の業務に

従事する者、警官、下士官、専門技術者及び人民警察（People’s Police）の機関又

は部に属する下士官など 

 

 国有企業において指揮及び経営を行う役員並びに企業において国の出資した資本

割合に応じて指揮及び経営を行う役員 

 

 任務又は公務を割り当てられ、その任務又は公務の完了まで特定の権力を有する

こととなる者 

 

汚職防止法は、賄賂を受領する者の行為のみを対象とし、賄賂を提供する者及び仲介する

者の行為は対象としていない。もっとも、賄賂（例えば、金銭、財産又はその他のあらゆ

る形態の世俗的な利益）を提供する者、受領する者及び仲介する者は、刑法に基づき、刑

事的責任を負うことがある。刑法は、賄賂を提供する者、受領する者及び仲介する者に対

し、刑事的制裁（罰金、6 ヶ月から 7 年の懲役）を科す。 

 

当局は、贈物が賄賂を構成するか否かの決定について広い裁量を有している。例えば、刑

法は、200 万ベトナムドン（およそ 111US ドル）以上の価値のある金銭、財産又はその他の

あらゆる形態の世俗的な利益は、賄賂とみなされ得ると規定している。もっとも、たとえ

贈物の価値が 200 万ベトナムドン以下であった場合でも、「深刻な結果」が生じた場合には、

当該贈物は賄賂とみなされることがある。法は、この「深刻な結果」につき定義しておら

ず、このことは、当局が賄賂か否かの決定につき広い裁量を有することを意味している。 

 

3. 汚職行為 

 

汚職行為としては、以下の具体的な行為が挙げられる。 

 

 財産の横領 

 

 賄賂の受領 

 

 財産を私物化するために地位又は権力を濫用すること 

 

 任務又は公務の遂行中に、私利を図るために、地位又は権力を利用すること 

 

 任務又は公務の遂行中に、私利を図るために、権力を濫用すること 

 

 私利を図るために他人に影響を与える目的で、地位又は権力を利用すること 

 

 私利を図るために偽造をすること 
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 賄賂を提供すること 

 

 私利を図るために、機関、組織、部又は現場の案件を処理する地位及び／又は権

力を有する者との間で賄賂の仲介をすること 

 

 私利を図るために、地位又は権力を利用して、国家の財産を違法に使用すること 

 

 私利を図る目的で嫌がらせをすること 

 

 私利を図るために、任務又は公務を遂行しないこと 

 

 私利を図るために、地位又は権力を利用して、違法行為をした者をかばうこと 

 

 私利を図るために、検査、調査、監査、捜査、起訴、判決及び判決の執行を違法

に妨害し又は介入をすること 

 

もっとも、汚職防止法に基づく 12 類型の汚職行為の全てが犯罪と扱われ、刑事制裁をもっ

て罰せられるわけではない。刑法に基づく要件を満たしている汚職行為のみが、刑事制裁

の対象となり、その他のものは、懲戒処分の対象となるにすぎない。 

 

4. 贈物 

 

「贈物」は、以下のいずれかに該当するものと定義される。 

 

 ベトナム通貨、外国通貨、貯金証書、株、債券、小切手及びその他の有価証券 

 

 有形の物及び資産 

 

 国内外の観光ツアー、旅行、健康管理、教育訓練、实務研修及び新人研修に係る

サービス並びにその他の種類のサービス 

 

 無料又は割引価格で、資産、住宅、土地使用権、設備利用権、国によって付与さ

れる特権以外の特権を購入する権利 

 

 無料又は割引価格で、他人の資産、住宅及び設備を利用する権利 

 

5. 贈物の贈与及び受領 

 

贈物の贈与及び受領に関しては、汚職防止法は以下の通り規定している。 

 

 機関、組織及び部は、法に基づき例外とされる一定の場合を除き、国家の予算又

は財産を贈物として使用してはいけない。 

 

 公務員は、自己が処理の責任を負う案件又は自己の権限下にある案件に関与する

機関、組織、部及び／又は個人から、金銭、財産又はその他の世俗的利益を受け

取ってはならない。 

 

 贈物を賄賂として受け取ること及び私利を図るためのその他の行為を行うことは
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厳しく禁止されている。 

 

 政府は、公務員による贈物の授受及び贈物の提供に該当する場合を特定する。 

 

 刑法は、自己の地位又は権力を濫用して 200 万ベトナムドン以上の価値のある金

銭、財産又はその他のあらゆる形態の世俗的な利益を受け取った者は、賄賂を受

け取ったとみなされ得ると規定している。もっとも、たとえ、200 万ベトナムドン

以下の価値しかない贈物であったとしても、深刻な結果が生じる場合には、当該

贈物は賄賂とみなされる可能性がある。 

 

6. 違反の法的効果 

 

違反の性質及び重大性により、汚職行為を行った者は、懲戒処分が課され又は刑法に基づ

く刑事責任につき起訴される。当該違反者が、汚職行為に関して判決を受け、その判決が

法的に執行し得る状態になると、当該違反者は解雇される。汚職のために用いられたあら

ゆる財産、資金又はその他の貴重品若しくは賄賂は、適用法に従って没収される。 
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広告に関する規則（ORDINANCE ON ADVERTISING） 
 

広告に関する規則 No. 39/2001/PL/UBTVQH10（Ordinance No.39/2001/PL/UBTVQH10 on 

Advertising）（「広告に関する規則」）は、2001 年 11 月 16 日付の国民会議にて採択され、2002

年 5 月 1 日に施行された。 

 

1. 国内の法令 

 

広告に関する規則に加え、ベトナムにおける広告活動は、主に以下の法令により規制され

ている。 

 

 民法（Civil Code） 

 

 商法（Law on Commerce） 

 

 競争法（Competition Law） 

 

 2003 年 3 月 13 日付の広告に関する規則の施行に関する Decree No. 24/2003/ND/CP

（「Decree No.24」） 

 

 2008年 8月 13日付の反スパムに関するDecree No. 90/2008/ND/CP（「Decree No.90」） 

 

2. 広告に関する一般的規則 

 

商業広告を行うことができる企業には、以下の企業が含まれる。 

 

 認可を受けたベトナム企業又はベトナムで商業活動を行うことにつき認可を受け

たベトナム企業若しくは外国企業の支店のみが広告業務に従事することができる。 

 

 外国企業の駐在員事務所は、商業広告を行うことを直接的には許可されていない。

もっとも、駐在員事務所がその親会社から権限を与えられている場合には、その

駐在員事務所は、ベトナムにおいて商業広告業務を提供することにつき認可を受

けた商業広告業務の提供者との間で契約を締結することができる。 

 

 ベトナムにおいて営業拠点を有さない外国企業は、自己に代わって広告活動を行

わせるためにベトナムで認可を受けた現地の商業広告業務提供者を起用しなけれ

ばならない。 

 

広告に関する規則において、広告とは、「口語、文字、記号、外見、光、写真、行動、音又

は他の形態による広告対象商品の表現」を意味する。広告に含まれる情報は、真实かつ正

確で明確なものでなければならず、また、広告において、仕様、品質、価格、用途、デザ

イン、種類、包装、修理方法又は保証期間を偽ってはならない。 

 

広告は、生産者、経営者及び消費者を混乱させないために、広告されるべき情報と広告で

はない情報とを区別する表示を含まなければならない。 

 

広告業務を提供することを認可された企業は、広告する時点においてベトナムの市場で流

通させることが承認されている商品及びサービスについてのみ、広告することができる。 
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3. 広告規制 

 

ベトナムは、広告を含むあらゆる国内メディアの内容につき、厳しい規制を課している。

とりわけ、以下の内容を含むものを禁止している。 

 

 国家機密を公開するもの 

 

 国家の独立及び主権、防衛及び安全保障並びに社会の安全を害するもの 

 

 ベトナム人の伝統、歴史、文化、倫理又は素晴らしい慣習に反するもの 

 

 国旗、党旗（Party flag）、国章、国歌又は国歌の旋律、指導者の画像、ベトナムド

ンに記載された肖像、交通標識の画像を広告のために用いているもの 

 

 都市の美観、景観及び環境並びに交通秩序及び交通安全に対して悪影響を及ぼす

もの 

 

商法は、広告対象の企業の商品及びサービスの生産及び営業活動と、同種の別の企業の商

品及びサービスの生産及び営業活動とを直接比較する方式を用いた、いわゆる比較広告を

禁止している。 

 

酒、タバコ製品及び調合薬の広告は、とりわけ制限される。ベトナムは、広告の配置、期

間及び形式に関しても厳しい規制を課している。ベトナム語に翻訳することのできない国

際的に有名な言葉に対する一定の例外などを除いては、ベトナム語で広告されなければな

らない。 

 

4. インターネット広告 

 

Decree No.90 は、電子メール広告の件名、内容及び「オプトアウト」機能（ユーザーが、今

後電子メール広告を受信しないことを選択できる機能）に関連する具体的な要件について

定めている。電子メール広告を送信する広告業務提供者は、ベトナムに所在するサーバー

から操作されるベトナムのドメイン名（.vn）の付されたウェブサイトを有していなければ

ならない。さらに、広告業務提供者は、情報通信省（Ministry of Information and Communication）

に管理コード番号（management code number）の発行を申請し、その発行を受けなければな

らない。 

 

Decree No.90 は、ショート・メッセージ・サービス（short message service）（「SMS」）のメ

ッセージラベル及び「オプトアウト」機能に関する具体的な要件についても定めている。

SMS 広告を送信する広告業務提供者は、ベトナムの SMS サービス提供者により発行される

加入者番号を用いなければならず、また、情報通信省に管理コード番号の発行を申請し、

その発行を受けなければならない。インターネットを用いる SMS 提供者は、ベトナムに所

在するサーバーから操作されるベトナムのドメイン名（.vn）の付されたウェブサイトを有

していなければならない。 

 

Decree No.90 は、「スパム」及び迷惑メール又は嫌がらせメールを防止するための広告者の

責任についても規定している。 
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金融機関法（LAW ON CREDIT INSTITUTIONS） 
 

金融機関に関する法律 No.02/1997/QH10（Law No.02/1997/QH10 on Credit Institutions）は、1997

年 12 月 12 日付の国民会議にて採択され、1998 年 10 月 1 日付で施行され、また、2004 年 6

月 15 日付の国民会議にて採択され、2004 年 10 月 1 日付で施行された金融機関に関する改

正法 No.20/2004/QH11（Law No.20/2004/QH11 on Credit Institution）により改正された（総称

して「金融機関法」）。 

 

金融機関法は、以下の規制を主な指針として施行される。 

 

 2005 年 12 月 13 日付の外国為替管理に関する規則 No.28/2005/PL-UBTVQH11（「外

為規則」） 

 

 2009 年 6 月 16 日付の商業銀行の組織及び業務に関する Decree No.59/2009/ND-CP

（「Decree No.59」） 

 

 外 国 投 資 家 に よ る ベ ト ナ ム 商 業 銀 行 の 株 式 の 購 入 に 関 す る Decree 

No.69/2007/NC-CP（「Decree No.69」） 

 

 2006 年 2 月 28 日付のベトナムにおける外国銀行の支店、合弁形態の銀行、100%

外資銀行及び外国金融機関の駐在員事務所の組織及び業務に関する Decree 

No.22/2006/ND-CP（「Decree No.22」） 

 

金融機関法は、金融機関（銀行及びノンバンクを含む）の組織及び業務並びにベトナムに

おいて運営する他の組織の銀行業務について規定する。金融機関法に基づき設立され、運

営される金融機関には、国営金融機関、株式会社形態の金融機関、協同組合形態の金融機

関、合弁形態の金融機関及び完全外資の金融機関が含まれる37。 

 

金融機関法に基づく金融機関の業務には、以下の活動が含まれる。 

 

 資金の受入 

 

 与信業務 

 

 支払業務及び財務関連サービス 

 

 その他の業務 

 

1. 資金の受入 

 

銀行は、組織や個人、その他の金融機関から預金を受入れることが認められる。銀行では

ない金融機関は、組織や個人から、満期までの期間を１年以上とする定期預金を受入れる

ことのみ認められる。 

 

金融機関は、ベトナム国家銀行（State Bank of Vietnam）が定める規制に従って、国内外の組

                                                        
37 Decree No,59 において、国営商業銀行、株式会社形態の商業銀行、合弁会社形態の商業銀行、完全外資

の商業銀行の組織及び業務に関する固有のガイドラインが定められている。 
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織や個人から資金を調達するために有価証券を発行することができる。 

 

金融機関は、国内外の他の金融機関から資金を借りることができる。資本の再交付という

形でのベトナム国家銀行からの短期融資は、一定の条件の下で、銀行としての金融機関に

普及している。 

 

2. 与信業務 

 

金融機関は、金融機関法に従って、貸付、商業手形小切手やその他の有価証券の割引、保

証、ファイナンス・リース、その他の形で組織や個人に対する短期与信を供与することが

できる。 

 

3. 支払業務及び財務関連サービス 

 

金融機関は、ベトナム国家銀行や他の金融機関において、自己の預金口座を開設すること

ができる。 

 

預金の受入れを行う金融機関は、ベトナム国家銀行において自己の預金口座を開設しなけ

ればならず、当該口座にベトナム国家銀行が規定する強制積立金の水準以上の平均残高を

維持しなければならない。 

 

銀行は、国内外の顧実のために口座を開設することができる。 

 

銀行は、以下の支払業務を行う権限を有する。 

 

 顧実の必要とする支払手段を提供すること 

 

 顧実に代わって国内支払業務を行うこと 

 

 ベトナム国家銀行の許可を得た上で国際支払業務を提供すること 

 

 顧実に代わって支払・債権回収業務を行うこと 

 

 ベトナム国家銀行の規定するその他の支払業務を提供すること 

 

金融機関が支払業務を实施する際には、外為規則を遵守しなければならない。 

 

4. その他の業務 

 

ベトナムにおいて業務を行う間、金融機関は、以下の投資活動を实施することが認められ

ている。 

 

 出資及び株式の購入 

 

 金融市場への参加 

 

 外貨や金の取引 

 

 信託業務及び証券代行業務 
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 保険事業 

 

 コンサルタント業務 

 

 銀行業務に関する他の業務 

 

金融機関は、不動産事業を直接行ってはならない。 

 

また、金融機関法には、金融機関の業務の安全性を確保するための措置に関する一章が設

けられている。特に、金融機関法は、融資の提供が禁止又は制限される場合、貸付、保証、

商業手形小切手や他の有価証券の割引、ファイナンス・リースに関する制限、出資や株式

の購入に関する制限、自由裁量の限界や不測の事態について定めている。 

 

外国金融機関及びベトナムにおける外国金融機関の支店や駐在員事務所に関し、金融機関

法は、業務に関する条件の中でも、とりわけ収益と資産の海外への移転を規制している。 

完全外資銀行は、ベトナムにおいて、有限責任会社（limited liability company）の形態で設

立されなければならず、単独の外国銀行による 50％以上の出資比率を確保しなければなら

ない。 

 

国民会議は、金融機関に関する新法を立案しており、当該法律は、金融機関、ベトナムに

おける外国銀行の支店、ベトナムにおける外国金融機関及び銀行業務を行う他の外国組織

の設立、組織、経営、業務に関するあらゆる事項を網羅する予定である。 

 

最後に、銀行・金融分野は、ベトナムが加盟している WTO に基づく更なる義務により制約

されることとなる。 
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証券法（SECURITY LAW） 

 

証券に関する法律 No. 70/2006/QH11（Law No. 70/2006/QH11 on Securities）（「証券法」）は、

証券会社、証券投資ファンド管理会社、公開会社のような、証券の分野で取引を行う会社

の設立又は運営について規制をすることに特化した法規である。この点で、証券法は、統

一企業法（Law on Enterprise）の一般的な条項を補うものである。また、同法は、会社によ

る株式の公募、上場株式の投資や取引に関する規定に加えて、同法違反に対する監督と罰

則も規定している。 

 

証券法は、以下の規制を主な指針として施行される。 

 

 2007 年 1 月 19 日付で政府により発行された、証券法の条項の施行についての詳細

な規則を定める Decree No. 14/2007/ND-CP（「Decree No.14」） 

 

 2009 年 10 月 2 日付で財務省（Ministry of Finance）により発行された、公開会社の

株式を取得するための公開買付及びクローズドエンド型証券投資ファンドの認証

についてのガイドラインを定める Circular No. 194/2009/TT-BTC（「Circular 

No.194」） 

 

 2008 年 3 月 20 日付のホーチミン市証券取引所（Ho Chi Minh City Stock Exchange）

における情報開示に関する規制を定める Decision No. 09/QD-SGDHCM（「Decision 

No.09」） 

 

 2008 年 12 月 24 日付で財務省により発行された、ベトナムの証券市場における外

国投資家の活動に関する規制を定める Decision No. 121/2008/QD-BTC（「Decision 

No.121」） 

 

 2007 年 4 月 24 日付で財務省により発行された、証券会社の組織及び運営に関する

規制を定める Decision No. 27/2007/QD-BTC（「Decision No.27」） 

 

 2009 年 4 月 15 日付で首相により発行された、ベトナムの証券市場における外国投

資家の参加比率について定める Decision No. 55/2009/QD-TTg（「Decision No.55」） 

 

 2010 年 1 月 15 日付で財務省により発行された、ベトナムの証券市場における情報

開示に関するガイドラインを定める Circular No. 09/2010/TT-BTC（「Circular 

No.09」） 

 

 証券分野及び証券市場における行政罰に関する Decree No. 36/2007/ND-CP（「Decree 

No.36」） 

 

 2007 年 10 月 22 日付で財務省により発行された、証券の登録、保管、交換及び払

込みに関する規制を定める Decision No. 87/2007/QD-BTC（「Decision No.87」） 

 

 2007 年 7 月 10 日付 Decision No. 2327/2007/QD-BTC（「Decision No.2327」）及び 2008

年 11 月 26 日付 Circular No. 112/2008/TT-BTC（「Circular No.112」）によって改正さ

れた、2007 年 3 月 13 日付で財務省により発行された、証券の公募の登録のための

関係書類に関するガイドラインを定める Circular No. 17/2007/TT-BTC（「Circular 

No.17」） 



 

 

51 
Copyright (C) 2010 JETRO. All rights reserved. 

 

  

1. 証券会社及びファンド管理会社の設立及び運営 

 

国家証券委員会（The State Securities Commission）は、証券に関する事業を営む会社の設立

について免許を与える権限を有する。また、資本の増加、事業分野の変更、株主構成の変

更のような、その運営に関する変更については、国家証券委員会の承認又は国家証券委員

会に対する通知が必要である。これらについては、Decision No.27 に詳しく規定されている。 

 

2. 公開会社（public company） 

 

公開会社は、以下の事由のいずれかに該当する株式会社（joint stock company）である。 

 

(1) 会社の株式の公募を行っていること 

 

(2) 会社の株式が証券取引所に上場されていること 

 

(3) 会社の株式が、尐なくとも 100 人以上の投資家（プロの証券投資家を除く）に所有され

ており、かつ、払込済みの設立資本金が 100 億ベトナムドン以上であること 

 

上記の条件に該当する株式会社は、公開会社となった以上、国家証券委員会に登録しなけ

ればならない。公開会社となると、証券法に従って運営されなければならない。例えば、

公開会社は、事業に変更があった際の報告義務を負う。 

 

公開会社の株式を一定数取得しようとする者は、国家証券委員会の定める手続に従わなけ

ればならない。例えば、流通している公開会社の議決権付株式の 25％以上の株式を取得し

ようとする場合には、株式公開買付（tender offer）が義務付けられており、また、公開会社

の主要株主（major shareholder）（総議決権付株式の 5％以上を有している株主）となった場

合には、報告が義務付けられている。これらの規制は、Circular No.194 及び Circular No.09

に詳しく規定されている。 

 

3. 証券の公募（public offering of securities） 

 

証券の公募の形態には、新規公募、株式又は新株予約権の追加公募及びその他の形態があ

る。公募を行おうとする会社は、証券に関する規制に基づく要件を満たさなければならず、

かつ、国家証券委員会に登録し、公募を实施するにあたっては所定の手続を踏まなければ

ならない。これらの規制は、Decision No.2327 によって改正された Circular No.17 及び Circular 

No.112 に詳しく規定されている。 

 

4. ベトナムにおける証券取引 

 

株式をハノイ又はホーチミン市の証券取引所に上場しようとする会社は、ベトナム政府、

国家証券委員会及び証券取引所によって定められた証券に関する規制に基づき、資本、業

務運営、財務能力及び株主数又は株式を实際に所有する者の数に関する要件を満たさなけ

ればならない。 

 

証券の取引、登録、保管、交換及び証券と代金の払込みは、証券法及び Decision No.87 を含

む証券法のガイドラインとなっている法規に従わなければならない。 
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ベトナム市場に参加する外国投資家は、（Decision No.121 で規定されているように、）取引

番号（Transaction code）を登録し、取引口座と保管口座を開設し、取得した株式に対応する

Decision No.55 に定められた要件を満たさなければならない。 
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保険業法（LAW ON INSURANCE BUSINESS） 
 

保険業に関する法律 No.24/2000/QH10（Law No.24/2000/QH10 on Insurance Business）（「保険

業法」）は、2000 年 12 月 9 日付の国民会議にて採択され、2001 年 4 月 1 日付で施行された。

保険業法は、保険を購入する組織や個人の権利義務を規定するとともに、保険業者の組織

及び活動について規定している。保険業法は、個別の規制に服する社会保険、健康保険、

預金保険には適用されない。 

 

保険業法は、以下の規制を主な指針として施行される。 

 

 2009 年 5 月 5 日付の保険業務分野における行政上の違反に対する罰則を定める

Decree No.41/2009/ND-CP（「Decree No.41」） 

 

 2007 年 3 月 27 日付の保険業者及び保険ブローカーの財務管理体制に関する詳細な

指針を定める Decree No.46/2007/ND-CP（「Decree No.46」） 

 

 2007 年 3 月 27 日付の保険業法の施行に関する詳細な指針を定める Decree 

No.45/2007/ND-CP（「Decree No.45」） 

 

保険業法に基づいて、ベトナム政府は保険取引における当事者の正当な権利と利益を保障

している。また、保険分野における国際協調も奨励されている。もっとも、保険を購入す

る組織や個人は、ベトナムで営業許可を得ている保険会社から保険を購入しなければなら

ない。 

保険業法は、種々の生命保険商品やそれ以外の保険商品について定めている。また、保険

業法は、下記のような強制保険についても定めている。 

 

 自動車所有者に対する民事責任保険；航空輸送業者の旅実に対する民事責任保険 

 

 弁護士のための専門家賠償責任保険 

 

 保険ブローカーのための専門家賠償責任保険 

 

 火災保険・爆発保険 

 

Decree No.45 では、強制保険を取り扱う保険業者は、潜在的な顧実に対して強制保険商品の

販売を拒否することはできないこととされている。 

 

保険業者は他の保険会社との間で再保険契約を締結することができる。海外の保険会社と

の間で再保険契約を締結する場合、保険の対象範囲の一部について、まず、ベトナムにお

いて営業している保険会社との間で再保険契約を締結しなければならない38。 

 

保険業者、保険代理人及び保険ブローカー間における法律の範囲内での協調や競争は許容

されているが、保険業法は、ベトナムでの保険業務分野において厳格に禁止される行為を

列挙している39。保険業務分野における行政処分としての罰金は、1,000 万ベトナムドンか

ら 7,000 万ベトナムドンの範囲で課される。 

                                                        
38 保険業法第 9 条 
39 保険業法第 10 条及び第 124 条 
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電子取引法（E-TRANSACTIONS LAW） 
 

電子取引に関する法律 No.51/2005/QH11（Law No.51/2005/QH11 on Electronic Transactions）

（「電子取引法」）は、2005 年 11 月 29 日付の国民会議にて採択された。電子取引法及びそ

の施行規則は、ベトナムにおける商業活動及び取引関連活動における電子取引及び電子文

書の利用について規定している。 

 

電子取引法は、以下の規制を主な指針として施行される。 

 

 2006 年 6 月 9 日付の電子商取引に関する Decree No.57/2006/ND-CP（「Decree 

No.57」） 

 

 電子商取引ウェブサイトでの情報配信及び契約締結に係る電子商取引に関する命

令（Decree）の指針となる 2008 年 7 月 21 日付の Circular No.09/2008/TT-BCT

（「Circular No.09」） 

 

 2007 年 3 月 8 日付の銀行業務における電子取引に関する Decree No.35/2007/ND-CP

（「Decree No.35」） 

 

 2007 年 2 月 15 日付の電子署名及び電子署名認証サービスに関する電子取引法の施

行のための規制を定める Decree No.26/2007/ND-CP（「Decree No.26」） 

 

1. 電子契約 

 

ベトナム法の下では、電子契約は、原則として法的に有効な契約方法であるとみなされて

いる。もっとも、電子契約は、ベトナムにおいて比較的新しい契約方法であり、その認識

や執行方法は確立されておらず、实務においても一般的に用いられているものではない。

電子取引法及びその施行規則は電子署名の利用も認めている。 

 

電子契約であっても、申込と承諾に関する一般契約法に服するものである。従って、契約

条件が適用されるには、契約の相手方となる企業が、当該契約条件を承諾することが必要

である。 

 

2. 電子契約の成立 

 

Decree No.57 は、電子文書の送信及び受信の時期などの契約の成立に関する詳細な規定を含

んでいる。 

 

 電子文書が作成者又はその代理人の支配下にある情報システムから発信された時

点、又は電子文書が情報システムから発信されない場合には当該電子文書の受領

時点が、電子文書の送信時となる。 

 

 電子文書の受信時は、受信者が指定した電子アドレスにおいて、受信者が電子文

書を閲覧できる状態となった時点である。もし指定された電子アドレスとは異な

る電子アドレスに電子文書が送信された場合には、受信者が当該電子文書を閲覧

できる状態となり、かつ、受信者がその電子アドレスに当該電子文書が送信され

たことを知ったときに受領したことになる。 
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自動的情報システムを通じて締結された契約の法的有効性が、自動的情報システム又は契

約締結において行われた行為には人為的な検証や関与がないという理由だけで、否定され

ることはない。 

 

Circular No.9 には、電子商取引ウェブサイトにおける情報配信及び契約締結に関する禁止行

為が列挙されている。例えば、取引業者やウェブサイト管理者は、以下のように、誤情報

を提供したり、違法行為を行うための技術的方法を利用したりしてはならない。 

 

 顧実が目的や内容につき混乱するような形でハイパーリンクや広告ロゴを偽装す

ること 

 

 定評ある商取引の評価・格付プログラムのロゴを、公式の承認なく使用すること 

 

 取引業者と他の組織や個人との関係について混乱を引き起こすようなハイパーリ

ンク、ロゴ及びオンライン技術を使用すること 

 

 ハイパーリンクするウェブサイト上に公表されている情報と矛盾する情報や虚偽

の情報を配信するために当該ハイパーリンクを利用すること 

 

 一般的な検索キーワードであるがウェブサイトの内容に関連しないメタタグ、又

は有名な企業や製品の名称を含むメタタグを使用すること 

 

 顧実の意思に反してウェブサイトを保存させるために、ウェブサイトにアクセス

しているコンピュータのインターネットオペレーションやブラウジングシステム

に干渉すること 

 

3. 通知及び公示の要請 

 

Circular No.09 に基づいて、電子商取引ウェブサイトにおいては、価格、取引期間、輸送・

引渡条件及び支払方法に関する情報に加えて、取引業者、商品、サービス及び売買契約の

条件に関する情報を適切に提供しなければならない。 

 

取引業者とウェブサイト管理者は、以下の最小限の情報を、自己のウェブサイトのホーム

ページ上に公表する必要がある。 

 

 名称 

 

 本店所在地 

 

 シリアル・ナンバー 

 

 営業登録証明書（Business Registration Certificate）の発行日及び発行地 

 

 電話番号、電子メールアドレス、又はその他のオンラインによる連絡方法 

 

さらに、ウェブサイトでは、顧実が、契約を締結するためにオンラインで商品を注文する

機能を利用する前に、顧実が取引内容を検討、補足、修正、確認することができる仕組み

をとらなければならない。 
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4. 電子署名 

 

Decree No.26 は、公的電子認証サービス提供者の免許の発行を含む、電子署名や電子署名サ

ービスに関する詳細な規制を定めている。また、かかる Decree No.26 は、ベトナムの情報

通信省（Ministry of Information and Communication）が海外の電子認証サービス提供者に対し

て承認証明書を付与した場合に限り、当該電子認証サービス提供者の認証する海外の電子

署名や電子証明書を承認している。さらに、Decree No.26 は、承認証明書の取得のための申

請手続に関する詳細な規定を設けている。 
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知的財産法（LAW ON INTELLECTUAL PROPERTY） 
 

知的財産に関する法律 No. 50/2005/QH11（Law No. 50/2005/QH11 on Intellectual Property）（「知

的財産法」）は、2005 年 11 月 29 日付の国民会議にて採択され、2006 年 7 月 1 日付で施行さ

れた。当該法律は、2009 年 6 月 19 日付で採択され 2010 年 1 月 1 日付で施行された法律 No. 

36/2009/QH12（Law No. 36/2009/QH12）により改正された。知的財産法は著作権（copyrights）、

著作権に関連する権利（copyright-related rights）（「著作隣接権」）、工業所有権（industrial 

property right）及び植物品種権（rights to plant varieties）などの知的財産権の保護について規

定する。 

 

知的財産法は、以下の規制を主な指針として施行される。 

 

 2006 年 9 月 21 日付で政府により発行された、著作権及び著作隣接権に関する民法

（Civil Code）及び知的財産法の複数の条項の指針を定める Decree No. 

100/2006/ND-CP（「Decree No. 100」） 

 

 2006 年 9 月 21 日付で政府により発行された、工業所有権に関する知的財産法の複

数の条項の指針を定める Decree No. 103/2006/ND-CP（「Decree No. 103」） 

 

 2006 年 9 月 22 日付で政府により発行された、植物品種権に関する知的財産法の複

数の条項の施行の詳細を定める Decree No. 104/2006/ND-CP（「Decree No. 104」） 

 

 2006 年 9 月 22 日付で政府により発行された、知的財産権の保護及び国家の知的財

産の管理に関する細則を定め、知的財産法の複数の条項の施行の詳細な規定及び

指針を定める Decree No. 105/2006/ND-CP（「Decree No. 105」） 

 

 2006 年 9 月 22 日付で政府により発行された、工業所有物に関する行政上の法律違

反への対処に関する Decree No. 106/2006/ND-CP（「Decree No. 106」） 

 

 2009 年 5 月 13 日付で政府により発行された、著作権及び著作隣接権に関する行政

上の法律違法への対処に関する Decree No. 47/2009/ND-CP（「Decree No. 47」） 

 

 2007 年 2 月 14 日付で科学技術省（Ministry of Science and Technology）により発行

された、Decree No. 103 及び工業所有物に関する知的財産法の複数の条項の施行に

関する Circular No. 01/2007/TT-BKHCN（「Circular No. 01」） 

 

 2008 年 4 月 3 日付で最高人民裁判所（Supreme People’s Court）、最高人民検察院

（Supreme People’s Procuracy）、文化スポーツ観光省（Ministry of Culture, Sport and 

Tourism）、科学技術省、法務省（Ministry of Justice）が共同で発行した、人民裁判

所における知的財産権に関する紛争についての裁判においての法令の適用に関す

る指針を定める Joint Circular No. 02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTT& 

DL-BKH&CN-BTP（「Circular No. 2」） 

 

ベトナムは 2007 年 1 月 11 日付で WTO に加盟しており、ベトナムの知的財産法は、知的所

有権の貿易関連の側面に関する協定にほぼ完全に従ったものとなっている。 
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1. 著作権及び著作隣接権 

 

1.1 著作権の保護 

 

著作権の保護は著作者の著作物に及ぶものである。知的財産法は著作権により保護される

権利を、人格的権利（moral rights）と財産的権利（economic rights）に区別している。人格

的権利には、著作者が著作物に名前を付す権利、自己の著作物が使用される場合に自らの

实名又は筆名を表示する権利、著作物を公表する権利、著作物に関し受賞する権利及び著

作物の同一性を保持する権利が含まれる。財産的権利には、著作物を利用する権利、著作

物の利用からの利益及び印税を得る権利、貸与する権利並びにその他の物質的な利益を受

ける権利が含まれる。 

 

1.2 著作権の帰属及び保護期間 

 

著作物が雇用契約、役務契約又はそれらに類似する契約に基づき有償又は無償で創作され

た場合を除いて、著作権は著作者に帰属する。著作者不明の著作物の著作権は国家に帰属

する。著作権は、著作物が創作された時点で発生し、著作者の死後 50 年間存続する。知的

財産法は様々な著作物について一定の著作権保護期間を定めている。 

 

人格的権利は、著作物を公表する権利を除き、永久に保護される。 

 

1.3 登録 

 

著作権の保護を受けるために登録は必要ではないが、著作権者及び著作者はベトナムの著

作権局（Copyright Office）に著作物を登録できる。 

 

1.4 著作隣接権 

 

著作隣接権には、实演家、レコード及びビデオ製作者並びに放送事業者の権利が含まれる。

知的財産法は、实演家、レコード及びビデオ製作者、放送事業者及び衛星信号で暗号化さ

れたプログラム（satellite signal encrypted program）に一定の権利を付与する。 

著作隣接権の保護を受けるために登録は必要でないが、著作隣接権者はベトナムの著作権

局に自らの著作隣接権を登録することができる。 

 

2. 工業所有権 

 

2.1 発明及び工業意匠に対する権利 

 

ベトナムにおいては、知的財産法の関連条項に規定された保護要件及び存続期間に応じて、

特許権（Invention Patents）及び实用新案権（Utility Solution Patents）として、生産物又は方

法の形態による技術的解決策としての発明を保護する。特許権又は实用新案権として保護

を受けるためには登録が必要である。ベトナムは発明の登録に関して先願主義を採用して

いる。知的財産法は特許による保護の対象から除外されるものとして、例えば、以下のも

のを規定している。 

 

 科学的発見及び科学的理論 
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 情報の開示 

 

 人又は動物の病気の予防方法 

 

ベトナムは工業意匠権（Industrial Design Patents）として、工業意匠を保護する。工業意匠

とは、形状、線、寸法、色彩又はこれらの組み合せにより表される物品の外観をいう。工

業意匠権として保護を受けるためには登録が必要である。ベトナムは工業意匠の登録に関

して先願主義を採用している。 

 

2.2 存続期間 

 

特許権は、特許登録日に効力が発生し、出願日から 20 年をもって満了する。实用新案権は、

登録日に効力が生じ、出願日から 10 年をもって満了する。工業意匠権は、登録日から効力

が生じ、出願日から 5 年をもって満了する。工業意匠権の存続期間については 2 回に限り 5

年間の更新をすることができる。 

 

3. 商標 

 

知的財産法は、商標とは、組織又は個人の商品又は役務を区別するために用いられる標章

をいうと規定する。商標は、文字、単語、図形、形状、立体的形状又はこれらの組み合せ

の形態であり、一つ以上の色彩を使用したものをいう。商標には、役務、証明書及び商標

の集合体が含まれる。 

 

使用の事实に基づき保護を与えられる著名な商標を除けば、ベトナムにおいては、商標登

録証明書（Certificate of Trademark Registration）に基づき商標の保護が与えられる。ベトナ

ムは商標の登録に関して先願主義を採用している。 

 

著名な商標であるとの判断は、個々の事案に基づいて、行政上又は裁判上の手続（取消し、

異議又は侵害についての手続など）を通じてなされることに留意すべきである。 

 

3.1 保護要件 

 

商標は、下記の条件を充足した場合に商標登録証明書を得られる。 

 

 文字、単語、図形、形状（立体的形状を含む）又はこれらの組み合せであり、一

つ以上の色彩で表された可視的な標章であること 

 

 他者の商品又は役務と区別可能であること 

 

 また、知的財産法は商標登録が拒絶される標章についても規定する。例えば、以

下の標章である。 

 

 他と区別することが出来ない標章（単純な幾何学的なシンボルマークなど） 

 

 国旗又は国章と同一又は類似している標章 

 

 単に商品又は役務の時間、量、質、特徴に関する事項を示すにすぎない標章（説

明的な標章など） 
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商標登録証明書は商標登録の日に効力が発生し、出願日から 10 年をもって満了する。存続

期間については、回数の制限なく 10 年間ずつ更新できる。 

 

3.2 商号（Trade names） 

 

知的財産法は、商号は当該商号名を使用している事業者と同一事業分野の他の事業者との

区別が可能なものでなければならないと規定する。商号の保護を受けるために登録は必要

でない。しかし、商号の保有者は、紛争が生じた場合は自らの権利を立証するために、当

該商号の使用の事实についての証拠を提出しなければならない。知的財産法は、商号が保

護され又は保護されない場合並びに商号を使用できる場合及び譲渡できる場合を規定する。 

 

3.3 地理的表示（Geographical indications） 

 

知的財産法は、地理的表示とは特定の地区、地方、地域又は国で生産された商品であるこ

とを表示するために用いられる標章をいうとする。ベトナムは地理的表示登録証明書

（Certificate of Geographical Indication Registration）に基づき地理的表示に保護を与える。知

的財産法は地理的表示の保護要件と存続期間を規定する。 

 

3.4 営業秘密 

 

知的財産法によれば、営業秘密は、財政的又は知的投資から得られる情報で、開示されて

おらず、かつ事業に応用される可能性の高いものと定義される。知的財産法は、営業秘密

が保護される要件について一定の指針を規定する。保護を受けるための要件を充足する限

り、営業秘密は当然に保護を受けられる。無権限での営業秘密の使用及び開示は侵害行為

とみなされる。 

 

3.5 不正競争 

 

知的財産法は不正競争を構成するとみなされる複数の行為を規定する。例えば、以下の行

為である。 

 

 事業者、事業活動、又は商品若しくは役務の入手元について混同を生ぜしめる商

業的表示を使用すること 

 

 原産地、製造方法、特徴、質、量又は商品若しくは役務のその他の特徴又は商品

若しくは役務の供給状況について混同を生ぜしめる商業的表示をすること 

 

不正競争行為により損害を被った組織又は個人は、所轄の国家機関に対し、不正競争者に

対し民事上、行政上の罰則を科すよう要請する権利を有する。 

 

4. 植物品種権 

 

ベトナムは植物品種権として植物品種を保護する。植物品種権として保護を受けるために

は登録が必要である。ベトナムは植物品種の登録に関して先願主義を採用している。知的

財産法は植物品種の保護要件と存続期間を規定する。 
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5. 知的財産権に係る強制措置 

 

知的財産法において、知的財産権の所有者が知的財産権の侵害を発見した場合、知的財産

権の所有者は、侵害者に侵害行為を止め、かつ、知的財産権者に対し被った損害を賠償す

るよう請求する（侵害者に対し停止要求書（警告書）を送付する）権利及び以下の方法で

侵害者に対処するよう所轄の機関に要請する権利を有する。 

 

5.1 民事訴訟の提起 

 

知的財産権の所有者は、民事訴訟を提起し、地方人民裁判所又はいくつかの上級裁判所に

対し、侵害者に下記の私法上の措置を課すよう要請するという手段を選択できる。 

 

 侵害行為の終了の強制 

 

 公的是正措置（public rectification）及び謝罪の強制 

 

 私法上の義務の履行の強制 

 

知的財産権が侵害された場合に知的財産権の所有者に生ずる損害には、(i) 財産に生じた損

害、(ii) 収益及び利益の減尐、(iii) 商機の喪失、(iv) かかる損害の予防又は回復に必要な合

理的な額の費用、(v) 合理的な額の弁護士費用及び(vi) その他有形の損害が含まれる。知的

財産権の所有者は、知的財産法の規定に基づき、裁判所に対して、諸般の事情を考慮して

損害賠償額を判断するよう要請することができる。 

 

5.2 仮差止請求 

 

知的財産法は、回復できない損害が生ずるおそれがある場合又は関連する証拠が散逸し又

は破壊されるおそれがある場合に、知的財産権の所有者は、裁判所に対し、知的財産権を

侵害している疑いのある商品並びにかかる製造又は取引に用いられる原材料及び道具に関

して一定の保全措置を要請することができると規定する。 

 

 没収 

 

 差押え 

 

 所有権移転の禁止 

 

これらのいずれかの措置の实行を要請するためには、知的財産権の所有者は、知的財産法

において概説されている手続に従い一定額の金銭を供託しなければならない。 

 

5.3 行政上の強制措置 

 

また、知的財産権者は、知的財産権の侵害者について行政上の措置を課すよう所轄の行政

機関に要請するという手段を選択できる。 

 

 市場管理局（Market Management Agencies） 

 

 科学技術検査官（Science and Technology Inspectorate） 
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 経済警察（Economic Police） 

 

 地方の人民委員会（People’s Committees at the distinct-and provincial-level）（侵害品が

国内市場で生産又は取引された場合） 

 

 税関局（Customs offices）（侵害品が輸入又は輸出された場合） 

 

行政上の措置には以下の措置が含まれる。 

 

 侵害行為の終了の強制 

 

 警告の発行又は罰金 

 

 一定期間の関連業務の停止 

 

 知的財産権を侵害する商品のベトナム国外への排出の強制 

 

適用される罰金の最高額は 5 億ドンである。 

 

また、知的財産法は例えば以下のような予防的な行政措置を規定する。 

 

 関係者の一時的な身柄拘束 

 

 侵害行為に用いられた商品、手段及び道具の一時的な留置 

 

 関係者の捜索 

 

 侵害品、手段及び道具が保管された場所の捜索 

 

5.4 国境における措置 

 

上記措置の他に、知的財産権の所有者は、税関に対し、侵害品の疑いのある商品の輸出入

に関し税関手続を一時停止すること又は侵害品の疑いのある商品の輸入の可能性について

監視し発見することを要請することができる。一時停止の期間及び更新については知的財

産法に規定されている。かかる場合において、知的財産権の所有者は以下の手続を行う義

務を負う。 

 

 自らが当該知的財産権の所有者であることの立証 

 

 侵害品の疑いのある商品であると認めるために十分な情報を提供すること 

 

 関連法規に規定された手数料及び料金を支払うこと 

 

 知的財産権の侵害を構成しないと判断された場合に税関手続の停止により事業者

が被る損害及びその他費用を補償すること 

 

上記義務の实行を担保するために、知的財産権の所有者は知的財産法に規定されたいずれ

かの方法に基づき保証金を供託しなければならない。 
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5.5 刑事上の強制措置 

 

商業規模の国際的な著作権侵害及び商標権侵害は、知的財産法において、刑事犯罪を構成

し、かかる行為に対しては罰金又は懲役刑が科される。 

 

現行法においては、自然人のみが刑事責任を負うことに留意すべきである。現行法の下で

は法人により製造された侵害品については、刑事罰の対象とならない。 

 

知的財産権の侵害者に対する刑事訴追手続は下記の通りである。 

 

 知的財産権を侵害した自然人を所轄の捜査機関に告訴する。 

 

 捜査警察機関により捜査が行われる。 

 

 関連する人民最高検察院（検察官）に調査書類を提出する。 

 

 検察官が管轄裁判所に対し知的財産権の侵害者を起訴する。 
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労働法（LABOR CODE OF VIETNAM） 
 

ベトナムの労働法（「労働法」）は、1994 年 6 月 23 付の国民会議にて採択され、2002 年、

2006 年及び 2007 年に改正された。現在、包括的な改正作業が行われている。労働法は、17

章、198 条から構成されている。 

 

労働法は、以下の規制を主な指針として施行される。 

 

 1990 年 6 月 30 日付で国民会議にて採択された、労働組合に関する法律

No.40-1990-LTC-HDNN8（「労働組合法」） 

 

 2006 年 6 月 29 日付で国民会議にて採択された、社会保険に関する法律

No.71/2006/QH11（「社会保険法」） 

 

 2008 年 11 月 14 日付で国民会議にて採択された、健康保険に関する法律

No.25/2008/QH12（「健康保険法」） 

 

 2006 年 11 月 29 日付で国民会議にて採択された、契約に基づくベトナム人労働者

の海外派遣に関する法律 No.72/2006/QH11（「契約に基づくベトナム人労働者の海

外派遣に関する法律」） 

 

 2006 年 11 月 29 日付で国民会議にて採択された、職業訓練に関する法律

No.76/2006/QH11（「職業訓練法」） 

 

 2003 年 4 月 18 日付でベトナム政府により発行された、雇用に関する労働法の複数

の条項の施行の詳細及び指針を定める Decree No.39/2003/ND-CP（「Decree No.39」） 

 

 2003 年 5 月 9 日付でベトナム政府により発行された、雇用契約に関する労働法の

複数の条項の施行の詳細及び指針を定める Decree No.44/2003/ND-CP（「Decree 

No.44」） 

 

 2002 年 11 月 11 日付でベトナム政府により発行された Decree No.93/2002/ND-CP に

より補足修正された、集団的労働協約に関する労働法の複数の条項の施行の詳細

及び指針を定める 1994 年 12 月 31 日付の Decree No.196/CP（「Decree No.196」） 

 

 2008 年 3 月 25 日付でベトナム政府により発行された、ベトナムにおける外国人労

働者の雇用と管理について定める Decree No.34/2008/ND-CP（「Decree No.34」） 

 

 2002 年 12 月 31 日付でベトナム政府により発行された、賃金に関する労働法の複

数の条項の施行の詳細及び指針を定める Decree No.114/2002/ND-CP（「Decree 

No.114」） 

 

 2002 年 12 月 27 日付でベトナム政府により発行された Decree No.109/2002/ND-CP

により補足修正された、労働時間と休憩時間に関する労働法の複数の条項の施行

の詳細及び指針を定める 1994 年 12 月 31 日付の Decree No.195/CP（「Decree 

No.195」） 

 

 2003 年 4 月 2 日付でベトナム政府により発行された Decree No.33/2003/ND-CP によ
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り補足修正された、就業規則と重大な責任に関する労働法の複数の条項の施行の

詳細及び指針を定める 1995 年 6 月 6 日付の Decree No.41/CP（「Decree No.41」） 

 

 2008 年 1 月 30 日付でベトナム政府により発行された、ストライキの一時停止又は

終了並びに労働者団体の権利及び利益に係る解決に関する労働法 176 条の施行の

詳細及び指針を定める Decree No.12/2008/ND-CP（「Decree No.12」） 

 

1. 規定の範囲 

 

労働法は、会社の雇用方針、雇用契約、集団的労働協約、賃金、休憩時間及び労働時間、

職業上の健康及び安全、社会保険並びに就業規則及び重大な責任を含む、労働及び雇用に

関する基本事項を定めている。 

 

2. 雇用契約 

 

雇用契約は下記の 3 類型のうちの 1 つでなければならない。 

 

 雇用期間の定めのない契約、契約満期が不確定である契約、雇用期間が 36 ヶ月以

上の契約 

 

 雇用期間が 12 ヶ月以上 36 ヶ月未満の有期契約 

 

 雇用期間が 12 ヶ月未満の季節労働契約又は一定の業務に係る契約 

 

3. 雇用契約の終了 

 

労働法は、雇用契約の終了について、自動終了、双方の合意に基づく終了及び一方的終了

の 3 類型を規定している。 

 

雇用契約は、以下の場合に自動終了となる。 

 

 契約期間の満了 

 

 契約した業務の終了 

 

 労働者が懲役刑を言い渡された場合又は裁判所の決定により従前の職務を行うこ

とを禁じられた場合 

 

 裁判所において労働者の死亡や行方不明が宠告された場合 

 

雇用契約は、労働者とその使用者が雇用契約の終了を合意した場合に、双方の合意に基づ

き終了する。 

 

雇用契約の一方的終了は、使用者からも労働者からも申し入れることができる。上記 3 類

型の雇用契約を締結している労働者は、使用者に対し、その契約の類型に応じて 45 日前、

30 日前又は 3 日前に通知することにより、一方的に雇用契約を終了させることができる。

使用者は、労働者が契約した業務をたびたび完了することができない場合には、懲戒処分

（解雇）として一方的に雇用契約を終了させることができる。また、使用者は、その営業
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を終了する場合にも一方的に雇用契約を終了させることができる。 

 

4. 保険 

 

4.1 社会保険 

 

社会保険法は 3 種類の社会保険につき規定している。 

 

 病気、妊娠出産、労働事故並びにその職業特有の疾患、退職及び死亡につき補償

する強制社会保険 

 

 退職及び死亡につき補償する任意社会保険 

 

 失業手当、職業訓練援助及び求職援助につき補償する失業保険 

 

強制社会保険基金は、使用者、労働者、投資により得た利益、国家からの援助及びその他

法的財源から拠出金を受け取る。使用者及び労働者から強制保険基金へ支払われる拠出金

に関する詳細な指針は、社会保険法に規定されている。 

 

4.2 失業保険 

 

失業保険は、期間の定めのない労働契約又は 10 人以上の労働者を雇用している使用者との

間で締結された雇用期間が 12 ヶ月以上 36 ヶ月未満である労働契約に基づき労働するベト

ナム市民に適用される。失業保険については、労働者は給与の 1％を拠出し、使用者と国家

は失業保険基金に加入している労働者の給与総額の 1％をそれぞれ拠出する。 

 

失業手当を受け取るためには、失業中の労働者は、失業前の 24 ヶ月のうち尐なくとも 12

ヶ月間分の拠出金を基金へ支払ったこと、社会保険団体に失業の登録をしたこと、失業登

録の日から 15 日経過時に新たな職を見つけていないことが要件となる。月々の失業手当は、

失業前 6 ヶ月間の月収の平均の 60％相当額であり、当該労働者が支払った拠出金が 12 ヶ月

分以上 36 ヶ月分未満の場合は 3 ヶ月間、36 ヶ月分以上 72 ヶ月分未満の場合は 6 ヶ月間、

72 ヶ月分以上 144 ヶ月分未満の場合は 9 ヶ月間、144 ヶ月分以上である場合は 12 ヶ月間、

失業手当を受け取ることができる。 

 

4.3 健康保険 

 

期間の定めのない契約又は雇用の期間が 3 ヶ月以上の有期契約に基づき労働する労働者は、

強制的国民健康保険制度に加入する。健康保険は、基本的に一切の医療費を補償する。補

償を受けるためには、労働者は、指定された病院又は診療所（多くの場合は国営病院又は

診療所である）において医療サービスを受ける必要がある。 

 

5. 退職金 

 

労働法に基づき、使用者は、以下の場合を除き、労働者に対し労働契約の終了に際して退

職金を支払う必要がある。 

 

 労働者が、横領若しくは窃盗を犯した場合、技術的なノウハウ若しくは営業上の

秘密を漏洩した場合又はその他使用者の財産や利益に重大な損害を加える行為を
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した場合 

 

 賃上げの長期延期又は配転されたうえ解任という形で懲戒処分に服している労働

者が、そのような懲戒処分が解除される前に懲戒処分となるような行為を繰り返

した場合 

 

 労働者が、労働契約の一方的終了後に、当該終了や必要な法定の通知の条件に違

反した場合 

 

 労働者が退職し法定の年金手当を受け取ることができる場合 

 

 労働者が技術的な変更、買収や合併を原因として契約を終了された後に法定の失

業手当を受け取ることができる場合 

 

6. 労働許可の要件 

 

労働法は、3 ヶ月以上にわたり、ベトナムにおける事業、ベトナムの組織や個人のために労

務を提供するためにベトナムに入国する外国人労働者に対し、ベトナムの労働当局の発行

する労働許可を取得することを義務付けている。労働許可は、雇用契約の存続期間を通じ

て有効でなければならないが、36 ヶ月を上回ることはできない。もっとも、労働許可は、

使用者の要求に応じ、延長され得る。 

 

労働許可申請に必要な書類には以下のものが含まれる。 

 

 使用者による労働許可の申請書 

 

 法定の雇用候補者登録書 

 

 当該外国人が居住する国の所管当局により発行された刑事記録の調査書 

 

 当該外国人がベトナムに 6 ヶ月以上居住している場合は、ベトナムの所管当局に

より発行された刑事記録の調査書 

 

 労働・傷病軍人・社会省（Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs）の定め

る書式による当該外国人の履歴書 

 

 当該外国人の居住する国の所管当局又はベトナムの所管保険局が発行した健康診

断証明書 

 

 当該外国人の専門的知識や資格の証明書の写し 

 

 カラー写真 3 枚 

 

上記に列挙した文書が外国の主体により発行された場合は、当該文書は当該外国政府によ

り証明又は公証され、ベトナムの大使館又は領事館により認証され、ベトナム語に翻訳さ

れなければならない。翻訳と文書の写しはベトナム法に従い公証されなければならない。 

 

以下の場合には、外国労働者は労働許可を取得しなくてもよい。 
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 当該外国人のベトナムにおける労働期間が 3 ヶ月未満である場合 

 

 二人以上有限責任会社（limited liability company with two or more members）の社員で

ある場合 

 

 一人有限責任会社（single-member limited liability company）の所有者である場合 

 

 出資会社（shareholding company）や株式会社（joint stock company）の取締役会

（Management Board）の一員である場合 

 

 サービスの提供（ベトナムにおいて報酬を受領することなく、サ－ビスの販売に

ついて交渉することなどをいう。サービスの販売、提供そのものをしてはならな

い。）のためにベトナムに入国した場合 

 

 ベトナム人の専門家や既にベトナムにいる外国人専門家が解決することのできな

い緊急の問題を解決するためにベトナムに入国し、その期間が 3 ヶ月未満である

場合 

 

 法務省（Ministry of Justice）により、ベトナムにおいて業務を实施する権利を付与

された外国人弁護士 

 

7. 集団的労働紛争の解決とストライキ 

 

労働法は、集団的労働紛争として、権利をめぐる紛争と利益をめぐる紛争の 2 類型を明記

している。 

 

権利をめぐる紛争は、労働法、集団的労働協約及び労働局に登録された就業規則又は会社

に適用されるその他の規則や合意の条項の執行をめぐる紛争と定義されている。利益をめ

ぐる紛争は、労働者が、労働法、集団的労働協約、就業規則又は団体交渉を経たその他の

規則や合意に規定された条件以外の労働条件につき主張する場合に生じる。 

 

紛争当事者は、集団的紛争を解決する際には法定の手続に従わなければならない。紛争は、

まず、紛争当事者間の交渉、和解、決定により解決されなければならない。これらの手続

では紛争が解決しなかった場合には、紛争当事者は調停や仲裁を申し立てることができる。

調停委員会や仲裁委員会は法に基づき組織される。解決手続には労働者側と使用者側の代

表者が参加しなければならない。 

 

法定の手続を通じて紛争が解決しなかった場合には、労働団体はストライキを行うことが

できる。合法的なストライキは、当該会社の組合（労働組合を持たない会社の場合には、

臨時組合）により指揮されなければならない。当該会社の組合や臨時組合は、ストライキ

に関し労働者全体から意見を集約する必要があり、ストライキを起こすためには、従業員

数 300 人以下の会社においては半数の労働者がストライキに賛成しなければならず、従業

員数 300 人以上の会社においては 75％以上の労働者がストライキに賛成しなければならな

い。ストライキ中の労働者は賃金の支払いを受けることはできないが、ストライキが原因

で仕事の中止を余儀なくされている労働者には賃金が支払わられなければならない。 
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製品及び商品の品質に関する法律（LAW ON PRODUCT AND GOODS QUALITY） 
 

製品及び商品の品質に関する法律 No. 05/2007/QH12（Law No. 05/2007/QH12 on Product and 

Goods Quality）（「品質法」）は、2007 年 11 月 21 日付の国民会議で採択され、2008 年 7 月 1

日付で施行された。 

 

品質法は、製品・商品を製造又は取引をする組織及び個人（例えば、製造業者、輸入業者、

輸出業者、販売業者）、並びにベトナムにおいて製品・商品に関する活動をしている組織及

び個人（例えば、消費者、適合性を判定する組織（conformity evaluation organization）、専門

組織、消費者保護団体、製品・商品の品質検査機関（product and goods quality examination 

agencies）及び製品・商品の品質検査局（product and goods quality inspectorate））に関する権

利及び義務について規定している。 

 

品質法は、以下の規制を主な指針として施行される。 

 

 2008 年 12 月 31 日付で政府により発行され、2009 年 2 月 1 日より施行された、品

質法の複数の条項を施行するための詳細を規定した Decree No. 132/2008/ND-CP

（「Decree No.132」）、及び 2009 年 8 月 3 日付で政府により発行され、2009 年 9 月

22 日より施行された改正 Decree No. 67/2009/ND-CP（「Decree No.67」） 

 

 2009 年 6 月 5 日付で政府により発行され、2009 年 7 月 31 日より施行された、規

格、度量衡、商品・製品の品質に関する行政的違反行為の解決について規定した

Decree No. 54/2009/ND-CP（「Decree No.54」） 

 

 2009 年 12 月 31 日付で科学技術省（Ministry of Science and Technology）により公表

され、2010 年 2 月 14 日より施行された Decree No.54 の複数の条項のガイドライン

を規定した Circular No. 24/2009/TT-BKHCN（「Circular No.24」） 

 

1. 製品の定義 

 

品質法は、「製品」（product）を「取引又は消費目的の、製造又はサービスの提供過程で生

じた生産物」（the output of a production or service provision process for a commercial or 

consumption purpose）と定義している。同法もその施行規則定も、「消費者用製品」（consumer 

product）についての明確な定義をしていない。ただし、ベトナムは、最初の消費者保護法

（Consumer Protection Law）の立法過程にあり、現在の消費者保護法の法案では、「消費者」

（consumers）を、「営業以外の目的で、商品又はサービスを購入又は法的に利用する個人又

は組織」（individuals and organizations who purchase or legally use goods and services for 

purposes other than doing business）と定義している。従って、事实上、行政機関は、「消費者

用製品」を、営業以外の目的で使われる、製造・サービスの提供過程で生じた生産物とと

らえている。成立が予想される消費者保護法のもとでは、上記の事实上の解釈が成文化さ

れるであろうと考えられる。 

 

2. 複数の規定に分散された規制 

 

製品・商品の品質は幅広い分野に関わるものであるため、多くの規定が、様々な特定の状

況を規律するために用いられている。従って、上記の主要な施行規則に加えて、専門分野

の行政機関（例えば、科学技術省）による製品・商品についての複数の通達（circular）が
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存在する。それぞれの通達は、特定の分野の製品・商品の品質について規律している。 

 

加えて、品質法の施行に際しては、個々の系列の省庁も、通常は通達や決定（decision）の

形式で各々の分野のガイドラインを制定している。例えば、欠陥品又は不適当な製品のリ

コールに関する要件は、様々な国家行政機関により公布された多くの法規に分散して規定

されている。厚生省（Ministry of Health）は、化粧品、食料品及び薬品のリコールに関する

要件を公布しており、農業農村開発省（Ministry of Agriculture and Rural Development）は、

野菜、果物、茶のリコールについて規制している。また、交通運輸省（Ministry of Transport）

は車両のリコールについて監督しており、情報通信省（Ministry of Information and 

Communication）は、情報技術及び通信の分野における不適当な製品のリコールの要件につ

いて規定している。 

 

3. 規格 

 

品質法によれば、原則として、製品・商品の品質は、公表されている適用規格及び関連す

る技術的規制に基づいて管理される。また、人、動物、植物、財産及び環境への安全性を

保証し、生産性、品質及びベトナムの製品・商品の競争力を高める目的で、製品・商品の

品質の管理は、製造者及び商人の責任とされている。 

 

4. 方針 

 

国民会議も、品質法における製品・商品の品質に関する活動について、以下のような国家

方針を規定している。 

 

 組織及び個人が、製造及び事業についての運営管理に対してだけでなく、製品・

商品に対しても、進歩的な規格を策定し、適用することを奨励すること 

 

 国内外の組織及び個人のために、製品・商品の品質についての検査、調査、検証

及び保証をすることに投資し、参加することを奨励し、そのための環境づくりを

すること 

 

 ベトナムと他国との間の貿易の発展を促進するため、製品・商品の品質に関する

活動に関する他国との協力を拡大すること 

 

5. 禁止行為・責任・権利 

 

品質法は、製品・商品の品質に関して、禁止行為の一覧表を設けており、その中には以下

の事項が含まれる。 

 

 技術的な関連規制を遵守していない製品・商品、原産地が不明な製品・商品又は

期限切れである製品・商品を製造、輸出入又は取引をすること 

 

 製品・商品の品質に関する検査、調査、検証及び保証について、虚偽又は偽造さ

れた結果を故意に提供すること 

 

品質法に基づく商人の責任に関しては、製造者、輸入業者及び販売業者も同様の責任を負

っており、当該責任は以下の事項を含む。 
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 商品の品質を確保するための条件の遵守 

 

 製品・商品の品質について真实の情報を提供すること 

 

 製品が安全性を欠く可能性について警告を行い、予防方法を通知すること 

 

 製品・商品の輸送、保管、保存及び使用に関する必要事項を知らせること 

 

 製品・商品の保証及び保証サービスについての情報を提供すること 

 

 返品された欠陥品について、修理、代金の払戻若しくは新商品への交換などを行

うこと 

 

 商品が安全性を欠く場合には、直ちに製造・輸入・販売を中止し、関係者に当該

中止について知らせること及び適切な救済策を实施すること 

 

 低品質の製品・商品の回収・処理を行い、商品を破棄する必要がある場合には、

全ての破棄に要する費用及び結果に対する責任を負担すること 

 

 適切な補償金を支払うこと 

 

 国家機関の検査、監督についての規制・決定を遵守すること 

 

 検査、認証、サンプルの採取及び調査についての費用を支払うこと 

 

上記に加え、製造者は、品質情報を商品ラベル及び包装又は商品に添付される文書に表示

しなければならない。適合性判定機関（conformity evaluation organizations）が、商品の適合

性について、不適切であるとの判定をした場合には、製造者が、その判定が不正確である

ことを証明しなければならない。また、輸入業者は、輸入商品の品質及び品質表示につい

て責任を負わなければならず、販売業者は、商品の原産地、商品の表示、適合性を示す検

印（conformity stamps）及び商品の品質に関する文書を確認しなければならない。 

 

消費者は、一般に、上記に挙げられた商人らに課された義務に対応する権利を有している。

これらの権利は、下記のように、分類されよう。 

 

 情報の提供 

 

 商品・製品の保証 

 

 補償 
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6. 違反行為及び紛争の解決 

 

品質法は、製造・輸出・輸入・流通・使用の段階における検査過程についての違反行為に

関する解決方法についても定めている40。例えば、製品の品質検査チーム41は、品質を確保

するために、市場で商品を販売する前に、製造者に対し、商品についての問題を克服し、

修理する措置をとることを要求できる。そのような違反行為が続いた場合、検査チームは、

違反行為が確定してから 7 日後に、商品が品質に係る規格を満たさなかった製造者の名前・

住所を（マスメディアを通して）公表する。マスメディアを通じ公表した後も違反行為が

続く場合には、検査機関は、処分権限のある政府機関に製造者の処分を申し立てる。 

 

輸入段階での違反行為の解決に関しては、処分権限のある国家機関は、商品の強制的な再

輸出、破棄又は加工を決定する場合があり、同時に、対応の調整のために当該決定を税関

に報告し、かつ、上記決定の履行のために輸入業者に通知をする。 

 

市場で流通している商品の品質の検査においては、販売業者は、製造者に適用される手続

と同様の手続に加え、商品の販売を一時停止し、適切な処理のため検査機関に報告する義

務も課される。 

 

製品・商品の品質についての紛争の解決につき、同法は、以下の主要解決方法を定めてい

る。 

 

 紛争当事者間での交渉 

 

 両当事者が合意した仲介機関、仲介団体又は仲介者による調停 

 

 仲裁 

 

 裁判手続 

 

                                                        
40 具体的なガイドラインは、Decree No.132、Decree No.54、Circular No.24 において、より詳細に規定され

ている。 
41 検査チームは、製品・商品の品質検査機関（product and goods quality inspection agency）に所属する。当

該機関は、省庁の系列又は省・市の人民委員会（provincial/municipal People’s Committee）の専門化した機関

の下で製品・商品の品質の国家による監督を行うため、委託され、分権化された機関である。 
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環境保護法（LAW ON ENVIRONMENTAL PROTECTION） 
 

環境保護に関する法律 No. 52/2005/QH11（Law No. 52/2005/QH11 on Environmental Protection）

（「環境保護法」）は、2005 年 11 月 29 日付の国民会議にて採択され、2006 年 7 月 1 日付で

施行された。 

 

環境保護法は、以下の規制を主な指針として施行される。 

 

 2006 年 8 月 9 日付で政府により発行され、環境保護法の施行に関する詳細及び指

針を定める Decree No. 80/2006/ND-CP（「Decree No. 80」）及び 2008 年 2 月 28 日付

で政府により発行され Decree No. 80 を修正及び複数の条項を補足する Decree No. 

21/2008/ND-CP（「Decree No. 21」） 

 

 2009 年 12 月 31 日付で政府により発行された環境保護分野における違反の取扱に

関する Decree No. 117/2009/ND-CP（「Decree No. 117」） 

 

1. 規律範囲 

 

一般的に、環境保護法は、全ての環境保護方針及び環境保護活動を規律及び規制し、環境

保護における全ての当事者の権利及び義務を定めている。環境保護法は、ベトナムにおい

て活動する全ての類型の事業体に適用される。 

 

環境保護法は、環境及び環境保護に係る多くの側面について指針を定めている。かかる規

制のうち最も重要な規制は以下に関する規制である。 

 

 奨励される活動及び禁止される活動 

 

 環境基準 

 

 戦略的環境評価、環境影響評価及び環境保護公約 

 

 天然資源の保全及び合理的な利用 

 

 生産、サービス活動及びその他の事業活動における環境保護 

 

 都市及び住宅地における環境保護 

 

 海洋、河川及びその他水源に関連する環境保護 

 

 廃棄物管理 

 

 環境事故の防止及び対策 

 

 環境汚染の改善及び環境回復 

 

 環境監視及び環境情報 

 

 環境保護に対する援助 
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 環境管理機関 

 

 環境汚染及び環境悪化による損害賠償 

 

2. 環境関連費用 

 

環境及び人体の健康に対して長期間にわたり悪影響を与える製品を扱う製造業者及び企業

は、環境税を納めることを義務付けられる。もっとも、2010 年 3 月現在において实際に環

境税が課された例はないと考えられる。 

 

また、廃棄物を環境に排出又は放出する企業又は個人は、環境保護のための費用

（environmental protection fee）を支払わなければならない。かかる費用は、廃棄物の量、廃

棄物の毒性及び当該廃棄物に対する環境の耐性に基づいて決定される。当該費用は、対応

する規制により課されることとなる。 

 

さらに、天然資源を開発する企業は、開発の開始前に、施行規則に従って、環境改善及び

環境回復のために、環境保護基金（environment protection fund）に預託金（deposit）を支払

わなければならない。預託金の額は、開発の範囲、環境への影響が生じる可能性及び開発

後の環境改善及び環境回復に要する費用によって決まる。預託金は、環境が回復された後

に返還されるが、当該企業が環境保護法に基づく環境回復義務を履行しなかった場合には、

預託金の全部又は一部が返還されない。当該預託金は、対応する規制によって課される。 

 

3. 汚染及び汚染の改善 

 

環境保護法は、「環境汚染」を、環境基準に合致せず、人類及びその他の生物に悪影響を与

える環境構成（environmental composition）の変化と定義している。環境構成は、環境を構成

する物質的要素、すなわち、土壌、水、空気、音、光、生物、生態系及びその他の形態の

物質と定義されている。 

 

環境保護法は、環境汚染を 3 通りに分類している。 

 

 汚染 

 

 深刻な汚染 

 

 特に深刻な汚染 

 

環境保護法は、汚染された環境の改善に関しても定めている。具体的には、かかる改善は、

汚染の原因に応じて、汚染者又は政府によって行われる。汚染者は、汚染を生じさせた場

合に、汚染を除去する責任を負う。汚染が自然災害によって生じた場合又は汚染の原因が

不明な場合には、政府が汚染を除去する責任を負う。 

 

環境保護法は、所有者が生じさせていない汚染に関して、所有者が責任を負うのか否かと

いう点については規定していない。 

 

環境の改善は、以下の通り、様々な形態をとることがある。 
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 環境基準を遵守する廃棄物処理 

 

 環境回復及び汚染を除去するためのその他の改善手段 

 

 環境影響評価書（environmental impact assessment reports）のあらゆる内容について

の履行、環境影響評価書の承認のための必要条件の履行及びその他の環境保護公

約の履行 

 

 輸入された汚染物質の再輸出 

 

 外来生物、遺伝子組換え生物及びそれらの生産物を含む汚染物質の破棄 

 

 住宅地との間で環境的に安全な距離を保つこと 

 

 違法行為の終了並びに人類の生命及び健康に特に危険な水準である場合における

移転 

 

 環境回復／改善に関する預託勘定（escrow）への支払い及び環境保護のための損害

賠償保険の支払い 

 

 廃棄物処理施設の設置 
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法人税法（LAW ON CORPORATE INCOME TAX） 
 

法人所得税に関する法律 No.14/2008/QH12（Law No.14/2008/QH12 on Corporate Income Tax）

（「法人税法」）は、2008 年 6 月 3 日付の国民会議にて採択され、2009 年１月 1 日付で施行

された。法人税法は、納税義務者、課税所得、非課税所得、税額計算の基準及び方法、税

率、税制上の優遇措置について規定している。 

 

法人税法は、以下の規制を主な指針として施行される。 

 

 2008 年 12 月 11 日付でベトナム政府により発行された、法人税法の複数の条項の

詳細を定め、その施行の指針を定める Decree No.124/2008/ND-CP（「Decree No.124」） 

 

 2008 年 12 月 26 日付で財務省（Ministry of Finance）により発行された、法人税法

及び Decree 124 における複数の条項の施行に関する指針を定める Circular 

No.130/2008/TT-BCT（「Circular No.130」） 

 

 2008 年 12 月 31 日付で財務省により発行された、ベトナムにおいて営業を行い又

は収入を得る外国の組織又は外国人に課される納税義務の履行に関する指針を定

める Circular No.134/2008/TT-BCT（「Circular No.134」） 

 

1. 納税者の定義 

 

納税者には、ベトナム法に基づき設立された会社、外国法に基づき設立された恒久的施設

を有する又は有さない会社及び協同組合などの組織であって、製造業、貿易業、サービス

業に従事する組織が含まれる。 

 

2. 法人税額の計算 

 

各課税期間に支払うべき法人税額は、課税所得に適用税率を乗じて計算した金額である。

課税所得は、課税収入から非課税収入及び繰越欠損金を控除した金額である。課税収入は、

売上から控除可能な費用を控除した額に、その他収入を加算した金額である。 

 

3. 税制上控除可能な費用 

 

控除することが制限される一定の費用（Circular No.130 において詳細が定められている。）

を除けば、通常は、事業目的で支出され、適切な文書及び請求書によって十分に裏付けら

れた費用であれば控除可能である。仲介手数料（brokerage commission）及び支払割引料

（payment discount expense）とともに、広告宠伝費、マーケティング費、販売促進費、交際

費（reception expense）、接待費（entertainment expense）及び会議費（conference expence）

は控除可能であるが、その他控除可能な費用の 10％を上限とする。2009 年 1 月 1 日以降に

設立された会社の場合、設立後 3 年間については、その他控除可能な費用の 15％を上限と

する。貿易商（trading business）の場合、売上原価（cost of goods sold）は、上記 10％の上

限を算定するに際してのその他控除可能な費用に含まない。 

 

4. 標準的な法人税率及び税制上の優遇措置 

 

標準的な法人税率は 25％であるが、石油、ガス及び稀尐な天然資源の探索及び開発に関し

ては対象から除かれる（これらに対しては 32％から 50％の税率が適用される。）。一般的
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に、税制上の優遇措置は、納税者の事業分野及び所在地に基づき、新たに設立された企業

に対してのみ認められる。税制上の優遇措置は、教育・訓練、職業訓練、医療サービス、

文化、スポーツ及び環境に関する事業に対しても認められる。現在の税制上の優遇措置は

以下のものを含む。 

 

 10％又は 20％の軽減税率 

 

 2 年間から 4 年間の納税免除 

 

 適格な納税義務者に対する 4 年間から 9 年間の 50％減税 

 

新たに設立された企業に対して認められる税制上の優遇措置（Decree 124／2008） 

税率 条件 適用期間 免税 50％減税 

25％ 以下に記載する事業以外の

事業及び石油、ガスその他

稀尐な天然資源の探索及び

開発事業以外の事業 

全期間 - - 

20％ 社会的経済的条件の厳しい

地域における投資プロジェ

クトにつき新たに設立され

た企業 

売上発生後 10 年間 2 年間 その後 4 年間 

20％ 農業協同組合及び人民信用

基金（People’s Credit Funds） 

全期間 - - 

10％ ・社会的経済的条件の特に

厳しい地域、経済区及びハ

イテク区における投資プロ

ジェクトにつき新たに設立

された企業 

・ハイテク、科学的調査及

び技術開発に関する分野、

水処理施設、発電施設、給

水システム、橋、道路、鉄

道、空港、海港、河川港、

飛行場、駅及びその他首相

の決定するの特に重要な政

府のインフラプロジェクト

に関する分野、ソフトウェ

ア製品の製造に関する分野

に係る投資プロジェクトに

つき新たに設立された企業 

売上発生後 15 年間 4 年間 その後 9 年間 

10％ 教育・訓練、職業訓練、医

療福祉、文化、スポーツ及

び環境分野に関する事業 

全期間 4 年間 社会的経済的条

件が厳しい地域

及び特に厳しい

地域において新

たに設立された

企業：その後 9 年

間 

普通の地域：その
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後 5 年間 

 

軽減税率の適用期間は、売上が発生した年から連続して開始される。 

減税期間に続く免税期間は、課税所得が発生した最初の年から連続して計算される。売上

が発生した最初の年から始まる 3 年間に課税所得が発生しなかった場合、免税期間及び減

税期間は 4 年目から開始される。 

 

輸出に対する税制上の優遇措置は WTO 協定で禁止される（“red light”）輸出補助金とみな

されるので、今日では輸出について税制上の優遇は与えられない。既存の投資家が懸念し

ている事項としては、繊維産業や衣料品産業における輸出に係る税制上の優遇措置は 2007

年に廃止されている。2007 年 1 月 11 日以前に認可を受け、輸出に関する税制上の優遇措置

を認められたその他業界に属する会社については、2011 年末まで税制上の優遇措置を享受

することができる。 

 

5. 源泉徴収課税 

 

外国企業（外国の契約当事者）に課される法人税は、通常、源泉徴収制度により徴収され

るが、外国の契約当事者は、一定の条件を満たせば、直接納税する旨を登録することがで

きる。源泉徴収の税率は、海外の契約当事者が得る収入の種類により異なる。ベトナムが

他国との間で締結した二重課税防止条約は、適用可能な税額控除や軽減税率を定めている。 

 

海外の機関証券投資家（institutional securities investors）に対しては、個々の譲渡取引におい

て売却された証券の総額の 0.1％が法人税として源泉徴収される。 

 

6. 必要書類の提出 

 

会社は、四半期の暫定的な納税申告書を提出し、四半期の暫定的な税額を当該四半期の末

日から 30 日以内に納めなければならない。また、会計年度の末日から 90 日以内に年次確

定申告書を提出し、未納税額がある場合には追加の納税をしなければならない。ベトナム

の当事者と契約を締結し、外国の契約当事者が自らに代わってベトナムの契約当事者に源

泉徴収により納税してもらうことを選択した場合、ベトナムの契約当事者は、源泉徴収、

申告を行い、外国の契約当事者に対する各支払いから 10 日以内に納税しなければならない。
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付加価値税法（LAW ON VALUE-ADDED TAX） 
 

付加価値税に関する法律 No. 13/2008/QH12（Law No. 13/2008/QH12 on Value-Added Tax）（「付

加価値税法」）は、2008 年 6 月 3 日付の国民会議にて採択され、2009 年 1 月 1 日付で施行

された。付加価値税法は、課税対象、納税義務者、税率、税額算定方法、課税控除及び還

付について定めている。 

 

付加価値税法は、以下の規制を主な指針として施行される。 

 

 2008 年 12 月 8 日付で政府により発行された、付加価値税法の複数の条項の詳細を

定め、その施行の指針を定める Decree No. 123/2008/ND-CP（「Decree No.123」） 

 

 2008 年 12 月 26 日付で財務省（Ministry of Finance）により発行された、付加価値

税法及び命令 No.123 の指針を定める Circular No. 129/2008/TT-BTC（「Circular 

No.129」） 

 

 2008 年 12 月 31 日付で財務省により発行された、ベトナムにおいて営業し又は収

入を得る外国の組織又は個人に課される納税義務の履行に関する指針を定める

Circular No. 134/2008/TT-BTC（「Circular No.134」） 

 

付加価値税は生産過程及び消費に至る過程において生じる商品又はサービスの付加価値に

対して課される税金である。付加価値税の課税対象は、いくつかの非課税供給品を除く、

ベトナムにおける製造、取引及び消費される商品及びサービスなどである。 

 

納税義務者は、組織又は個人であって、ベトナムにおいて付加価値税の課税対象商品を生

産若しくは取引するもの、付加価値税の課税対象サービスに従事するもの又は付加価値税

の課税対象商品若しくはサービスを輸入するものである42。 

 

課税対象である大部分の商品及びサービスの供給に対しては、10%の標準付加価値税が課さ

れるが、いくつかの商品及びサービスには 5%の付加価値税が課される。 

 

1. 付加価値税が 0％とされる商品及びサービス 

 

商品及びサービスの輸出、輸出加工企業（export processing enterprises）のための建設工事、

免税店への販売及び国際輸送については、付加価値税の税率は 0%である。付加価値税が 0％

とされる商品の輸出には、以下のものが含まれる。 

 

 免税店や免税区域に販売される商品を含む、海外へ輸出される商品 

 

 移行的輸出（transitional export）の対象となる加工品：外国の依頼主の要求によっ

て、ベトナムの加工業者（すなわち、第一次委託製造業者）が、加工品を、異な

る加工契約又は加工過程に基づくさらなる加工のために、ベトナムの他の加工業

者（すなわち、第二次委託製造業者）に配送する場合に、加工品は間接的に輸出

されることになる。この状況における、最初の加工業者から次の加工業者への加

工品の配送は、0％課税となる輸出と考えられる。 

 

                                                        
42 Circular No.129 第Ⅰ.2 節 
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 現地における輸出（on-the-spot export）の対象となる加工品：外国の依頼主の要求

によって、ベトナムの加工業者（すなわち、委託製造業者）は、加工品をベトナ

ムの異なる業者に配送する。これは、上記の移行的輸出の場合と異なり、加工品

を受領する現地企業は加工業者ではなく、委託製造を行うために委託を受け商品

を受領するるのではない。その代わり、かかる業者は売買のために商品を受領す

る。国内における加工品の配送は、0％課税とされる輸出と考えられる。 

 

 海外の見本市及び展示会において販売するために輸出される商品 

 

外国又は無関税区域の組織又は個人に対して直接提供されるサービスを含む、輸出される

サービスは、付加価値税の税率が 0％とされる。0％課税とされるサービスの対象者である

外国の組織は、ベトナムにおいて永続的に存続するものではなく、ベトナムにおける納税

義務者でもない組織である。0％課税とされるサービスの対象者である外国の個人とは、ベ

トナムに居住していない外国人又はサービスの供給期間中ベトナムに滞在していない在外

ベトナム人である。 

 

以下の商品及びサービスの供給は、付加価値税が 0％課税とはならない。 

 

 海外の企業に対する再保険；海外の企業に対する技術移転及び知的財産権の移転；

資本の移転、信用供与及び海外への証券投資；デリバティブ取引、海外に対する

郵便業務及び海外に対する電気通信サービス；天然資源の輸出及び他の製品に加

工されていない鉱物；無関税区域での営業登録をしていない個人に供給される商

品及びサービス 

 

 無関税区域の事業組織の所有する自動車のガソリン 

 

 無関税区域の個人及び組織に販売される自動車 

 

 無関税区域の個人及び組織に対して提供されるサービスであっても、家屋、会館、

事務所、ホテル及び倉庫の賃貸借や従業員のための送迎サービスのように、サー

ビスの供給地及び消費地が無関税区域の外であるもの 

 

付加価値税が非課税とされる商品及びサービスは 26 種類ある。例を挙げると、信用サービ

ス、資本移転、デリバティブ金融サービス、生命保険、医療サービス、援助目的の商品、

技術移転、知的財産権の移転、輸入された棒状又は板状の金、他の製品に加工されていな

い段階の天然資源及び鉱物の輸出並びに免税店で販売される商品、無関税区域における外

国の団体間及び無関税区域間で売買される商品及びサービス43である。 

 

2. 月次申告と税額算定 

 

会社は、毎月税申告を行うこと及び翌月の 20 日までに税金を納めることを義務付けられる。

輸入品に関する納税は、輸入税の課税通知書（assessment notice）によって行われる。外国

の契約当事者が、ベトナムの契約当事者に源泉徴収及び税金の納付を代理してもらうこと

を選択した場合には、ベトナムの契約当事者は源泉徴収、申告をした上、外国の契約当事

者への支払いから 10 日以内に納税しなければならない。 

                                                        
43 0％課税と非課税との差異は、0％課税とされると仕入れ付加価値税（Input VAT）が控除されるのに対し、

非課税とされると控除の対象外とされることなどである。 
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税額算定に関しては 2 つの方式がある。税額控除方式と直接計算方式である。 

 

税額控除方式は、税額控除方式を適用するために必要な会計、請求手続を採用している会

社に適用される。納めるべき税金の額は、顧実に対して課される売上付加価値税44と仕入れ

に関して課される仕入れ付加価値税45との差額である。 

 

控除の対象となる仕入れ付加価値税は、付加価値税の対象となる商品又はサービスの供給

のために用いられる商品又はサービスに対して課されるものでなければならない。そうで

ない場合には、仕入れ付加価値税は費用となる。さらに、仕入れ付加価値税を控除するた

めには、以下の条件が満たされていなければならない。 

 

 付加価値税の額が、適切な付加価値税の請求書又は仕入れ付加価値税の支払いを

証明する領収書によって裏付けられている 

 

 2,000 万ベトナムドンを超える額は、銀行を通して支払われている 

 

 輸出される商品及びサービスに関しては、契約書、輸出販売のための付加価値税

に関する請求書、税関申告及び銀行を通した支払受領の証明がある 

 

3. 税還付 

 

税額控除方式の下では、会社は、以下の場合において、税還付を受ける資格を持つ46。 

 

 仕入れ付加価値税が、売上付加価値税と比較して多額であり、連続する 3 ヶ月以

上の間、完全には相殺されず残っている。 

 

 ある月において、会社の売上は輸出のみであり、当該月において輸出される商品

に関する仕入れ付加価値税（2 億ベトナムドン以上）が未だ控除されていない。 

 

 ある月において、会社が輸出による売上及び国内での売上の両方を有している。 

 

 当該月の商品の輸出に関する仕入れ付加価値税は、2 億ベトナムドン以上である。

さらに、輸出による売上及び国内での売上の両方に関する仕入れ付加価値税が、

国内売上の売上付加価値税と相殺されてもなお控除されず、合計で 2 億ベトナム

ドン以上に達する。 

 

 営業開始前の投資期間にあり、売上付加価値税が発生していない新設会社は、投

資期間が 1 年以上続く場合には、年単位で税還付を請求することができる。さら

に、新設会社は投資に関する仕入れ付加価値税が 2 億ベトナムドン以上である場

合に税還付を請求することができる。 

 

 追加の新規投資事業を有する稼動中の会社は、新規投資に課される仕入れ付加価

値税が、売上付加価値税と相殺しても 2 億ベトナムドン以上である場合に税還付

を請求することができる。 

                                                        
44 企業が売上げ時に徴収する付加価値税 
45 企業が仕入れ時に支払う付加価値税 
46 Circular No.129 第 C 節 
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 税金を過剰に納付している会社又は合併、分割、解散、破産及び所有権の移転に

関する仕入れ付加価値税を完全には控除していない会社 

 

 払戻のない ODA（Official Development Assistance）によって資金援助される事業、

払戻のない援助及び人道援助に関する付加価値税還付 

 

 ベトナムにおける商品又はサービスの購入について外交特権が適用される組織 

 

 所轄官庁の決定に従って税還付がなされる場合 

 

直接計算方式は、税額控除方式を適用するために必要な会計、請求手続を採用していない

ベトナムの個人又は家計；金、銀、宝石及び外国通貨の取引に従事する会社、共通投資法

により定められているもの以外の形態によってベトナムで営業している外国の組織及び個

人並びにベトナムの税額控除方式を適用するために必要な会計、請求手続を完全には採用

していないその他の組織（外国の請負業者や外国の下請業者など）に適用される47。直接計

算方式では、納めるべき付加価値税は、課税対象となる供給に関する付加価値に適用税率

を掛けることにより算定される。販売価格と原価の差が付加価値である。税額控除方式と

は異なり、直接計算方式では、納税者は、付加価値税を販売価格に加えて、顧実に請求す

ることはできず、仕入れに対して課せられる仕入れ付加価値税についていかなる控除も要

求することはできない。したがって、課せられる全ての仕入れ付加価値税は納税者の負担

となる。 

 

                                                        
47 Circular No.129 第 B.Ⅲ.2 節 
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WTO 関連文書 
 

1. WTO とは 

 

WTO（World Trade Organization, 世界貿易機関）は、各国の自由な物品・サービスなどの貿

易を可能とするための各種協定を定め、貿易交渉の場を提供する国際機関であり、以前の

GATT（General Agreement on Tariffs and Trade, 関税及び貿易に関する一般協定）に代わり

1995 年 1 月に設立された機関である。2009 年 6 月現在 153 カ国の国及び地域が加盟してい

る。 

 

WTO の任務としては以下のものが挙げられる。 

 

 WTO 協定の实施・運用 

 

 多角的貿易関係に関する交渉の場及び交渉結果の实施の枠組みの提供 

 

 紛争解決手続了解の運用 

 

 貿易政策検討制度の運用 

 

 IMF、世界銀行及び関連機関との協力 

 

2. WTO の加盟手続 

 

WTO の加盟手続は、加盟申請国からの加盟申請があり、それが全加盟国に通知され加盟作

業部会が設置されることから始まる。その後、加盟申請国と関心国との間で、関税引下げ

交渉、非関税措置の削減・撤廃の交渉、サービスの約束に関する交渉等が行われ（二国間

交渉）、また、加盟作業部会において貿易制度、国内法のクラリフィケーション、WTO 整

合性の審査が行われ、加盟条件の検討を経て、作業部会報告及び加盟議定書案（譲許表、

サービス約束表48を含む）の策定及び採択が行われる。加盟国の 3 分の 2 以上多数による議

決によって加盟の承認が得られた後、加盟申請国による加盟議定書の受諾が為され、受託

通知の翌日から 30 日目に加盟の効果が発生する。 

 

3. ベトナムの WTO 加盟について 

 

ベトナムは、1995 年 1 月の WTO 発足と同時に WTO への加盟申請をし、その後 12 年間の

二国間交渉や多国間協議を経て、2006 年 11 月 29 日付で Resolution 71/2006/QH11 を国民会

議において採択し 2006年 11月 7日にスイスのジュネーブで署名した加盟議定書を批准した。

これによって、2007 年 1 月 11 日、ベトナムは 150 番目の加盟国として WTO に加盟した。 

                                                        
48特定の約束に関しては、約束表に記載しているものの他は義務を負わない。約束表に記載した分野につい

ては原則的に市場アクセス及び内国民待遇の義務を負うことになるが、自国が留保する制限については、

「市場アクセスに関する制限」、「内国民待遇に関する制限」の欄にそれぞれ記載することとなる。また、

WTO のサービス分類は 12 分野に分けられているが、分類表は国連統計部が作成した暫定中央生産物分類

（Provisional Central Product Classification：CPC リスト）に基づき作成されており、分類表上も CPC コード

が参照されている。ただし、約束表に掲げられた各分野の具体的範囲及び内容については加盟国の判断に

委ねられる。 
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4. ベトナムの WTO 加盟議定書及び外資開放状況 

 

4.1 ベトナムの WTO 加盟議定書 

 

WTO 加盟議定書においては、作業部会報告書が引用されるとともに、譲許表及びサービス

約束表が別紙として添付され、それらがベトナムの WTO 加盟に際しての約束等を構成して

いる。 

 

4.2 外国企業によるベトナム企業への投資 

 

WTO 加盟前には、外国企業がベトナム資本企業の株式又は出資持分を事後的に取得する場

合には、出資比率が 30％を超えてはならない、との規制が存在したが、加盟議定書により

株式会社形態の銀行及びその他 WTO 加盟議定書において開放が約束されていない業種を

除いて、当該 30％の規制を撤廃する合意が為されている。ベトナム国内法においても、当

該 30％の規制は、2009 年 6 月 18 日に発行された Decision No.88/2009/QD-TTg により撤廃さ

れ、個々の法律または WTO の約束表などによる制限によることとされた。もっとも、上場

会社及び未上場の公開会社については、外資比率の上限が 49％とされており、この点と

WTO 関連文書との関係は必ずしも明らかではない。 

 

4.3 各サービス分野における外資 100％企業の設立の可否 

 

各サービス分野における外資 100％企業の設立の可否については、WTO 加盟議定書の約束

表において記載されている。約束表において、ベトナムが自由化を約束している分野のう

ち、特段の留保をつけていない分野については、外資 100％企業を設立することが認められ

ている。例えば、保守・修理サービスについては、道具の修理業務（Maintenance and repair 

service of equipment）、航空機の保守・修理（Maintenance and repair service for aircraft）につ

いてベトナムは自由化を約束する分野として掲載しており、いずれも 2012 年からは外資

100％企業の設立が認められることとされている。实務上ベトナムの政府機関の運用により

適用の可否が決せられる傾向にあり、交渉を要する場合もある。 

また、操作員を含まないレンタル・リースサービス（Rental/Leasing services without operators）

については、航空機に関するものは外資 100％企業の設立が認められているものの、他の機

械及び道具についてのものはベトナム法の規律によるものとされており、人材業に関する

サービスも約束表には掲載されておらず、ベトナム法の規律によることとなる。 

 

4.4 ベトナムの外資開放状況 

 

ベトナムの投資法及び企業法において、ベトナムが加盟する国際条約と国内法との間に齟

齬が生じる場合は、国際条約の内容が優先する旨定められていることから、理論的には、

WTO 加盟議定書に規定された外資開放スケジュールの日付が到来した時点において、国内

法の整備を待たずとも WTO 議定書自体を根拠として政府に対して許認可の発行を要求で

きる。 

しかし、WTO 加盟議定書の内容と合致した国内法の整備がされていない場合があり、国内

法令において業種によって外資比率の制限が個別に課せられる業種もあり、实際に投資計

画省（Ministry of Planning and Investment）などの政府機関が認可する際に裁量判断として外

資比率の上限を要求することがある。 

また、ベトナムの WTO 加盟議定書の記載が曖昧であり、国内法令と WTO 加盟議定書上の

約束との関係が不明確なケースもある。



 

 

85 
Copyright (C) 2010 JETRO. All rights reserved. 

 

 

Q & A 
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(a) 合併・買収（M&A） 

 

(1) 日本の会社によるベトナムの公開会社又は非公開会社の株式の取得に関連する制限及

び手続にはどのようなものがあるか。 

 

1 制限 

 

1.1 外国人投資家による株式の所有割合についての制限 

 

現行の外国人49による証券の所有に関する規則（特に、Decision No. 55）の下では、外国人

は、累積株式保有割合が 49%以内であれば、後述する特殊な産業に従事する会社を除く、

あらゆる分野の上場株式や公開会社の株式を購入することができる。もっとも、この規則

は、一人の外国人のみが所有する場合と、複数の外国人が共同で所有する場合を区別して

いないため、外国人投資家が一人の場合でも複数の場合でも、かかる制限が適用される。 

 

例えば、銀行業においては、全ての外国人投資家（既存の外国人株主を含む。）及びかかる

外国人投資家の特別関係人による株式保有の総割合は、ベトナムの商業銀行（国営商業銀

行（equitized State-owned commercial banks）及び株式会社である商業銀行（ joint-stock 

commercial banks）を含む。）の設立資本の 30％を超えることはできない。 

 

 外国の金融機関ではない外国人投資家又はかかる外国人投資家の特別関係人によ

る株式保有割合は、ベトナムの商業銀行の設立資本の 5％を超えることができない。 

 

 外国の金融機関又はかかる外国の金融機関の特別関係人の株式保有割合は、ベト

ナムの商業銀行の設立資本の 10％を超えることができない。 

 

 外国の戦略的投資家又はかかる戦略的投資家の特別関係人による株式保有割合は、

ベトナムの商業銀行の設立資本の 15％を超えることができない。特別な場合にお

いては、ベトナム首相が、外国の戦略的投資家又はかかる戦略的投資家の特別関

係人による株式保有割合が設立資本の 15％を超えることにつき許可する旨の決定

を発行する場合がある。しかし、このような例外的な場合においても、かかる株

式保有割合は、設立資本の 20％を超えることはできない50。 

 

対象会社が、特殊な産業又は制限された産業に従事していない限り、外国人投資家による

非公開会社（非公開の株式会社（joint stock company）であるか有限会社（limited liability 

company）であるかにかかわらず）の株式又は持分の取得に関しては、その取得する株式又

は持分の割合に制限はない51。もっとも、ベトナムが（WTO 加盟に伴う約束、投資の自由

化、促進及び保護に関する日本とベトナム社会主義共和国との間の協定（the Agreement 

between the Socialist Republic of Vietnam and Japan for the Liberalization, Promotion and 

Protection of Investment）並びにその他の国際条約に基づき）100%外国資本による所有を認

めることを約束していない分野においては、現地法において具体的に制限されていない場
                                                        
49 この点に関して、外国人とは以下の組織及び個人を含む。 

・ 外国法に基づき設立、運営される組織及びかかる組織のベトナムを本拠とした海外子会社 

・ 49％を超える外国資本による出資を受けている、ベトナム法に基づき設立、運営される組織 

・ 49％を超える外国資本による出資を受けている、投資ファンド及び証券投資会社 

・ 海外又はベトナムに居住するベトナム国籍を有しない個人 
50 Decree No. 69 第 4 条 
51 2006 年 9 月 22 日付、共通投資法を施行するための Decree No. 108/2006/ND-CP、別表Ⅲ 
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合であっても、ベトナムの許可当局は、かかる分野を「制限された分野」として扱う可能

性がある。しかし、このような扱いは、ソフトウェア会社や製造業などの「在来型」産業

にまで広げられるべきではない。 

 

1.2 その他の制限 

 

ベトナム法の下では、株主（株式会社の場合）及び、社員（有限会社の場合）は、以下の

規制に服する。 

 

株式会社の投資証明書（Investment Certificate）又は営業登録証明書（Business Registration 

Certificate）の発行日から 3 年の間、発起人株主は、その普通株式を他の発起人株主に対し

自由に譲渡することができる。ただし、発起人株主の普通株式を発起人株主ではない個人

に譲渡するためには、当該発起人株主は、株主総会で承認を得なければならない。譲渡人

には、当該株主総会において投票する権利がない。かかる譲渡が承認された場合には、譲

受人は、発起人株主となり、残存期間につき、発起人株主と同様の責任を負う。この制限

は、投資証明書又は営業登録証明書の発行日から 3 年後に自動的に消滅する。 

 

二人以上有限会社（limited liability company with more than one member）の社員は、下記の規

定に従って、出資資本の一部又は全部を第三者に対して譲渡することができる。 

 

 他の全ての社員に対し、その各社員の出資資本の割合に応じて、出資資本の買取

りを申し入れる。 

 

 他の全ての社員が出資資本の買取りを拒否した場合（又は買取ることができなか

った場合）には、出資資本は第三者に対して譲渡することができる。 

 

2. ベトナム公開会社の発行済株式の取得 

 

ベトナム公開会社の発行済株式の取得のための手続は以下のとおりである。 

 

 ベトナムにおいて営業を許可された銀行で、ベトナムの銀行口座を開設する

（「VND 口座」）。通常、投資家は、かかる口座を開設するため、証券保管銀行

（custodian bank）（例えば、香港上海銀行（HSBC）、ドイツ銀行（Deutsche Bank）、

スタンダード・チャータード銀行（Standard Chartered Bank）、ファー・イースト・

ナショナル銀行（Far East National Bank）、シティバンク（Citi Bank）等）を利用す

る。 

 

 VND 口座をベトナム国家銀行（State Bank of Vietnam）に登録する。投資家は、ベ

トナム国家銀行に対し関係書類を送付しなければならない。ベトナム法上、VND

口座を登録するのに、5 営業日を要するとされているが、实際には、2、3 週間を

要する場合がある。 

 

 ベトナム証券保管センター（Vietnam Securities Depository）から、その参加機関

（custodian member）を通じて、取引番号（trading code）を取得する。投資家は、

参加機関（すなわち、証券保管銀行又は証券会社）を選択し、参加機関に関係書

類を送付しなければならない。参加機関は、関係書類のベトナム証券保管センタ

ーへの提出を補助する。ベトナム法の下では、ベトナム証券保管センターは、要

件を満たした書類を受け取ってから 10 営業日以内に取引番号を発行することとさ
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れている。しかし、实際には、さらに長い時間を要する場合がある。 

 

 証券取引口座を証券会社に開設する。投資家は証券会社と協働してかかる口座を

開設することになるが、通常は、この手続は非常に容易である。 

 

 参加機関に証券保管口座を申請する。投資家は参加機関（すなわち、証券会社又

は証券保管銀行）を選択する必要がある。証券保管銀行は、ベトナム証券保管セ

ンターから取引番号を受領した後に証券保管口座を開設することにより、次の段

階に移ることとなる。 

 

 公開会社の主要株主（5%以上の議決権付株式を有していること）となった場合に

は、国家証券委員会（State Securities Commission）等に報告する。投資家が、株式

の購入により主要株主となった場合には、主要株主となった日から 7 日以内に、

当該公開会社、国家証券委員会及び公開会社の株式が上場されている証券取引所

に対して報告書を送付しなければならない。 

 

 流通している議決権付株式の 25%以上を取得しようとする場合には、株式公開買

付を行う。投資家が流通している議決権付株式の 25％以上を取得しようとする場

合、株式公開買付を行うことにつき承認を求めるため、国家証券委員会に対し関

係書類を提出しなければならない。かかる規制は、公開会社の流通している議決

権付株式の 51％、65％、75％又はそれ以上を取得しようとする場合にも適用され

る。 

 

 新株主の名称を加えるため、投資許可当局に対し、投資証明書又は営業登録証明

書の変更を申請する（投資証明書又は営業登録証明書に前株主の名称が記載され

ている場合－すなわち、3 年の固定期間内の発起人株主）。投資家は、修正された

投資証明書又は営業登録証明書を取得するため、適切な手続を踏まなければなら

ない。 

 

 総株式の 5％以上の株式を有している場合には、投資許可当局に対し通知する。投

資家が総株式の 5％以上の株式を有している場合には、株式の取得後 7 営業日以内

に、投資許可当局に対し通知しなければならない。 

 

3. ベトナム非公開会社の発行済株式／資本の取得 

 

3.1 非公開株式会社の場合 

 

ベトナム非公開株式会社の発行済株式の取得のための手続は以下のとおりである。 

 

 ベトナムにおいて営業を許可された銀行でベトナムの銀行口座を開設する（「VND

口座」）。通常、投資家は、かかる口座を開設するため、証券保管銀行（例えば、

香港上海銀行、ドイツ銀行、スタンダード・チャータード銀行、ファー・イース

ト・ナショナル銀行、シティバンク等）を利用する。 

 

 VND 口座をベトナム国家銀行に登録する。投資家は、ベトナム国家銀行に対し関

係書類を送付しなければならない。ベトナム法上、VND 口座を登録するのに、5

営業日を要するとされているが、实際には、2、3 週間を要する場合がある。 
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 ベトナム証券保管センターから、その参加機関を通じて、取引番号を取得する52。

投資家は、参加機関（すなわち、証券保管銀行又は証券会社）を選択し、参加機

関に関係書類を送付しなければならない。参加機関は、関係書類のベトナム証券

保管センターへの提出を補助する。ベトナム法の下では、ベトナム証券保管セン

ターは、要件を満たした書類を受け取ってから 10 営業日以内に取引番号を発行す

ることとされている。しかし、实際には、さらに長い時間を要する場合がある。 

 

 総株式の 5％以上の株式を有している場合には、所管許可当局において登録する。

投資家が、総株式の 5％以上の株式を有している場合には、株式の取得後 7 営業日

以内に投資許可当局において登録しなければならない。 

 

 新株主の名称を加えるため、投資許可当局に対し、投資証明書又は営業登録証明

書の変更を申請する（投資証明書又は営業登録証明書に前株主の名称が記載され

ている場合－すなわち、発起人株主）。投資家は、修正された投資証明書又は営業

登録証明書を取得するため、適切な手続を踏まなければならない。 

 

3.2 有限会社の場合 

 

有限会社の場合における持分の譲渡のための手続には、新しい社員又は新しい投資家の名

称を加えるために、投資許可当局に対し、営業登録証明書又は投資証明書の変更を申請す

ることが含まれる。 

 

これは、原則として、営業登録証明書又は投資証明書につき、新しい投資家の名称を反映

するための変更を行うために、投資許可当局に対する申請書類を作成し、提出することを

意味する。申請書類のうち、主な書類としては、申請書、新しい投資家に関する情報及び

法的文書（例えば、設立証明書、設立趣意書、定款等）、投資家の法的代表者のパスポート、

資本譲渡契約、資本譲渡に関する譲渡人及び譲受人の決定、取締役会議事録（対象会社に

取締役会がある場合）、会社の定款に変更を反映するための決定、プロジェクト实施報告書

並びに会社の直近の監査済み財務諸表が挙げられる。 

 

外国投資家が、有限会社の出資資本持分を取得する方法としては、以下のものがある。 

 

 二人以上有限会社の新しい社員となるために、かかる会社の出資資本持分を取得

する。 

 

 一人有限会社の新しい所有者となるために、かかる会社の全出資資本持分を取得

する。 

 

 一人有限会社の社員となるために、かかる会社の出資資本持分の一部を購入する。

この場合、かかる一人有限会社は、二人以上有限会社に転換しなければならない。 

 

二人以上有限会社における社員は、自己の有する出資資本持分を、(i) 他の社員に対し、そ

の持分割合に応じて、同条件で譲渡すること、又は、(ii) 他の社員が、一定期間内に、全出

資資本持分を購入してくれない場合には、社員ではないものに対して譲渡することが認め

られている53。 

                                                        
52 Decision No. 121 第 3.2 条 
53 統一企業法第 43 条及び第 44 条 
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(b) 銀行及び金融 
 

(1) 外資企業が、US ドル建て又はベトナムドン建てで、ベトナムの銀行から融資を受ける

場合又は株主若しくは外国の銀行からクロスボーダーの融資を受ける場合及びかかる

融資につき返済をする場合の規制又は手続にはどのようなものがあるか。 

 

外国為替管理に関する規則（Ordinance on Foreign Exchange Control）によると、ベトナムに

おいて適法に設立され営業している外資企業は居住者とみなされる。したがって、かかる

外資企業は、外貨建てであるかベトナムドン建てであるかにかかわらず、ベトナムの銀行

又は海外の貸主から融資を受け返済をする居住者に適用される規制及び手続の対象となる。 

 

ベトナムドン建て融資 

 

ベトナムにおいて営業許可を受けた銀行からベトナムドン建てで融資を受ける場合の規制

及び手続は、金融機関の顧実に対する貸付及び法的文書の施行に関する規制について定め

る 2001 年 12 月 31 日付のベトナム国家銀行（State Bank of Vietnam）の Decision No. 

1627/2001/QD-NHNN において定められている。これらの規制は、金融機関が顧実に対し融

資をするか否かの判断に係る条件、及び融資又は有利な条件の付された融資をすることが

禁止される事由について規定している。外資企業に対する融資期間は、投資許可証

（Investment Certificate）に記載されている残存営業期間を超えてはならない。 

 

外貨建て融資 

 

ベトナムにおいて営業許可を受けた銀行から外貨建てで融資を受ける場合に適用される条

件は、金融機関の居住者に対する外貨建ての融資及びその法的文書に係る指針に関する

2008 年 4 月 10 日付のベトナム国家銀行の Decision No. 09/2008/QD-NHNN に定められてい

る。 

 

現行法の下では、銀行は、融資の目的が関連規制に定められている目的に該当する場合に

のみ、外貨建てで融資をすることができる。かかる目的には、例えば、生産や事業運営を

行ううえで必要な商品やサービスの輸入につき海外の当事者に支払いをすることや、ベト

ナム国家銀行総裁が書面による承諾をしたその他の事由が含まれる。 

 

外貨建て債務の返済は、当該外貨によりなされる。もっとも、当事者が合意している場合

には、異なる種類の通貨で返済することができる。 

 

海外の貸主から融資を受ける場合の条件及び手続は、海外からの融資及びその返済の統制

に関する 2005 年 11 月 1 日付の政府の Decree No. 134/2005/ND-CP に定められている。長期

融資及び中期融資は、返済が行なわれ得るためには、ベトナム国家銀行に登録されなけれ

ばならない。 

 

いかなる場合においても、融資の総額は、会社の投下資本（investment capital）と法定資本

（charter capital）との差額を超えることはできない。融資額がこの差額を超える場合には、

融資契約が締結される前に、許可当局によって、投資許可証が修正され、投下資本の増額

が承認されなければならない。 
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(2) 海外の貸主に対して担保として提供することのできる資産はどのようなものがあるか。

ベトナムにおける担保取引の登録に関する要件にはどのようなものがあるか。同一の資

産を複数の貸主の担保に供することはできるか。 

 

海外の貸主に対して担保として提供することのできる資産について定めた具体的な法令等

はない。 

 

金融機関の融資に係る担保に関する指針を定める 2003 年 5 月 19 日付のベトナム国家銀行

の Circular No. 07/2003/TT-NHNN によると、借主又は第三者の所有に係る以下の財産は、ベ

トナム国内の金融機関に対して担保として提供することができる。 

 

 土地に付属する住宅及び工作物（住宅及び工作物に付属する財産も含む。）並びに

土地に付属するその他の財産 

 

 土地法（Law on Land）に基づき、担保提供を認められた土地使用権 

 

 ベトナムの海洋法（Maritime Code of Vietnam）に基づく海洋船舶及びベトナムの民

間航空法（Law on Civil Aviation of Vietnam）に基づく航空機（担保提供可能である

場合に限られる。） 

 

 担保権設定契約の締結後に形成され、また、抵当権設定者に帰属することになる、

不動産から得られる将来財産（例えば、収穫作物、収益、融資に基づき取得した

財産、工作物及び担保権設定者が譲り受ける権利を有する不動産など） 

 

 法により規定されるその他の財産 

 

この条項から、上記財産は海外の金融機関に対しても担保として提供できると解されてい

る。もっとも、ベトナム人でない者にはベトナムにおける土地使用権及び土地に付属する

財産を保有することが認められていないので、法律上、土地使用権及び土地に付属する財

産を海外の金融機関に対して担保として提供することはできないと解されよう。 

 

上記のことから、土地使用権及び土地に付属する財産以外の上記財産は、海外の貸主に対

して担保として提供することができる。 

 

(3) ベトナムでは、担保権はどのように实行されるか。同一の財産が複数の貸主の担保に供

されている場合に、貸主らは、担保権の实行に関する配当の優先順位をどのように決定

するのか。 

 

担保取引に関する 2006 年 12 月 29 日付の政府の Decree No. 163/2006/ND-CP によると、担保

権の实行に関する原則は、以下の通りに定められている。 

 

 当該担保物件が単独の債務の履行を担保している場合には、担保権の实行は当事

者間の合意に基づいて行われる。かかる合意が存在しない場合には、法に基づき、

担保物件は競売により売却される。 

 

 当該担保物件が複数の債務の履行を担保している場合には、担保権の实行は担保

権設定者とその共同担保権者らとの間の合意に基づいて行われる。かかる合意が

存在しない場合又は当事者らが合意できない場合には、法に基づき、担保物件は
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競売により売却される。 

 

合意に基づく担保権の实行には、以下の方法がある。 

 

 担保物件を売却する。 

 

 担保権者は、担保権設定者による義務の履行に代わり、担保物件そのものを受け

取る。 

 

 債権に担保が設定されている場合には、担保権者は当該債権の債務者から金員そ

の他の財産を受け取る。 

 

 当事者により合意されたその他の方法による。 

 

民法（Civil Code）によると、同一の財産が複数の貸主の担保に供されている場合、担保権

の实行に関する配当の優先順位は、以下の通りに決定される。 

 

 全ての担保取引が登録されている場合には、優先順位は、登録の順位により決定

される。 

 

 登録されている担保権と登録されていない担保権が存在する場合には、登録され

ている担保権に優先権が与えられる。 

 

 いずれの担保権も登録されていない場合には、優先順位は担保設定の先後により

決定される。 

 



 

 

93 
Copyright (C) 2010 JETRO. All rights reserved. 

 

(c) 労務 
 

(1) 日本の親会社がベトナムの工場を閉鎖し、6ヶ月以内にベトナムの製造子会社の従業員

の 50％を解雇することを決定した。日本の親会社とベトナムの子会社はどのような手

続をとるべきか。 

 

概して、ベトナムにおける労働に関する法規（「労働関連法規」）は、特に労働契約の終了

の場面において、使用者にとって不利な内容となっている。 

 

労働法（Labor Code）は、使用者と労働者とが労働契約の終了について双方合意する場合又

は労働者が自発的に退職する場合を除いて、使用者が労働契約を終了させるためには正当

な理由がなければならないと規定している。他方で、かかる原則は、常に労働者側に適用

されるわけではない。 

 

労働関連法規は、以下の事由を含め、工場を閉鎖する場合に、使用者が一方的に労働者を

解雇できる一定の法的根拠を定めている。 

 

 会社は、業務を停止したので労働者を一方的に解雇したい旨を宠告することがで

きる。 

 

 会社自体は存続するが、会社の再建のために工場など会社の業務の一部を閉鎖す

る場合には、会社は労働者を削減することができる。 

 

本件において後者を選択した場合、6 ヶ月以内にその子会社の従業員の 50％を解雇するた

めには、概して以下の手続をとる必要がある。 

 

 当該子会社内で、技術的変化又は組織変更を理由に、工場を閉鎖し、労働者の 50％

が削減されること発表する。 

 

 削減する労働者の一覧表と労働者の人員整理に関する計画書を作成する。この計

画書には、労働者削減の理由、解雇の時期及び解雇手当といった事項を記載しな

ければならない。 

 

 当該子会社に労働組合が存在する場合には、当該労働組合との会議を開催しなけ

ればならない。法律上要求されている当該会議においては、当該子会社は、(i) 解

雇の理由、(ii) 労働者の人員整理に関する計画書及び(iii)削減する労働者の一覧表

を提示しなければならない。会議の終了時には、当該子会社と当該労働組合は、

労働者の削減に関して合意書を締結する必要がある。当該子会社に労働組合が存

在しない場合は、当該子会社はかかる手続を省略することができる。 

 

 削減対象となる労働者で、当該子会社において 12 ヶ月以上勤務した者に対する解

雇手当に関する計画書を作成する。解雇手当の額は、勤務 1 年につき 1 ヶ月分の

賃金に相当する額でなければならず、また、その額は 2 ヶ月分の給与を下回るこ

とはできない。勤務期間が 12 ヶ月未満である労働者に関しては、当該子会社は、

勤続期間で案分比例した解雇手当を提示すべきである。未払いの解雇手当は、労

働契約の終了日から 7 日以内に支払われなければならない。 

 

 当該子会社が存在する地域の所管労務機関（すなわち、労働・傷病軍人・社会局
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（Department of Labor, War Invalids and Social Affairs）（「DOLISA」））に提出する報

告書を作成する。当該報告書には、組織変更等の労働者削減の理由を明記し、技

術的変化又は組織変更（すなわち、労働生産性の増加をもたらすような当該子会

社の機械、装置及び技術的な工程の一部又は全部の変更や、労働者の必要性を減

尐させるような製品や製品構造の変更、当該会社の複数の部門の合併や清算から

生じる会社の組織的構造の変更）の詳細を記載しなければならない。 

 

 労働者の削減に関する上記報告書を、当該子会社の所在地を管轄する DOLISA に

提出する。当該報告書には、(i) 労働者に対する通知書、(ii) 労働者の人員整理に

関する計画書、(iii) 削減する労働者の一覧表、(iv) 労働者削減に関する合意書及び

(v)解雇手当に関する計画書が含まれる。 

 

 上記報告書の提出日から 30 日経過後に、当該子会社は解雇手続を進めることがで

きる。 

 

(2) 外資会社は、労働者のために労働組合が結成されるべきであることは理解している。し

かし、労働組合の委員長になろうとする者がいない等の理由から、労働者は労働組合を

結成しない。このような労働組合の不存在に関して、会社に対する何らかの罰則やその

他の法的又は实務上の問題はあるか。 

 

労働関連法規は、会社において労働組合を結成する責任は、労働者及び行政区画別組合、

地域別組合並びに産業別組合といった上部組合（upper-level union）にあると定めている。

使用者は、組合を結成しやすい環境を整える責任のみを負う。会社別組合（草の根組合

（grass-roots union）とも言われる。）が結成されていない場合、上部組合は労働団体の正当

な権利・利益を保護するために臨時組合を選定することが認められている。会社別組合の

結成や活動を阻害することを目的とする行為は全て禁じられている。 

 

組合を結成する権利義務は労働者及び上部組合に帰属するので、使用者は会社別組合の存

否に関する責任は負わない。しかしながら、労働関連法規が会社別組合の懲戒手続への参

加につき言及しているので、企業別組合が存在しない場合には、使用者は労働者の管理（特

に懲戒手続を適用する場面において）が困難となる可能性がある。 

 

労働組合に加盟している労働者を差別的に処遇すること、組合活動に対し干渉すること又

は当該会社別組合の意見を求めずに組合の理事会のメンバーである労働者を解雇すること

等の行為により、労働組合の結成又は活動を阻害した会社には罰則が課されることになる。 

 

(3) 外資会社は、工場において、二交替制労働により 24 時間体制である商品を製造したい。

このような交替制労働は、ベトナムにおける労働に関する法規において認められるか。

時間外労働手当、休憩及び休日等についてどのように定めるべきか。 

 

労働関連法規は交替制労働を認めている。しかし、使用者は必要な時間外労働手当を支払

わなければならない。 

 

労働関連法規によると、8 時間労働する労働者には尐なくとも 30 分間の休憩時間が与えら

れなければならず、深夜労働者には、45 分間の休憩時間が与えられなければならず、その

休憩時間は労働時間に含まれる。また、労働者は各勤務の間に 12 時間の休憩を取らなけれ

ばならず、さらに、労働者は 1 週間に尐なくとも 1 日（24 時間）は休暇をとらなければな
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らない。 

 

労働関連法規は、時間外労働につき、正規の勤務時間を超過する時間と定義する。使用者

は、以下に従い、時間外労働手当を支払う必要がある。 

 

 通常の勤務日に時間外労働をした場合は、通常の勤務日に支払われる賃金の 150％ 

 

 週休日に時間外労働をした場合は、通常の勤務日に支払われる賃金の 200％ 

 

 法定の休日に時間外労働をした場合は、通常の勤務日に支払われる賃金の 300％ 

 

通常の勤務日の時間外労働手当は、次のように計算することができる。 

 

 総賃金額＝通常の賃金額×（1＋0.5） 

 

深夜労働者には、通常の賃金にその 30％を加えた額が支払われる。深夜労働は、Thua Thien 

Hue とベトナムの北端との間に位置する省については午後 10 時から午前 6 時の間（「ベトナ

ム北部時間帯」）の勤務、Da Nang 市とベトナムの南端との間に位置する省については午後

9 時から午前 5 時の間（「ベトナム南部時間帯」）の勤務を指す。 

 

深夜労働者の賃金は、次のように計算される。 

 

 深夜労働賃金＝通常の勤務日に支払われる労働賃金×（1＋0.3） 

 

深夜労働者につき、通常の勤務日におけるベトナム北部時間帯又はベトナム南部時間帯以

外の時間は時間外労働に含まれ、以下に従って支払われる。 

 

 深夜時間外労働手当＝深夜労働賃金×（1＋0.5） 

 

使用者は、实質的な考慮及び使用者自身の置かれた状況に基づいて手当を計算すべきであ

る。上記数式は使用者のための指針を示したものにすぎない。 

 

年次休暇について、会社又は使用者の下で 12 ヶ月以上勤務している労働者には、以下に従

って、有給休暇をとる権利を認めなければならない。 

 

 労働条件が通常である場合には 12 日 

 

 重労働、有害な労働、危険な労働又は会社の所在する地域の住環境が 18 歳未満の

労働者にとって過酷である場合には 14 日 

 

 非常な重労働、非常に有害な労働、非常に危険な労働又は当該会社が位置する地

域がこれらの基準のいずれかを満たす場合には 16 日 

 

勤務年数が 5 年増加するごとに 1 日の有給休暇が追加される。 

 

(4) 労働者の団体が突然賃上げと労働環境の改善を求めて会社の出入口を封鎖している。会

社はどのように対処すべきか。 

 

ベトナムにおけるストライキに関する規制は、まだ新しく、不完全なものである。労働者
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が合法的にストライキを行う場合には、通知、交渉及び調停のような複数の手順に従う必

要がある。そして、ストライキを合法なものとするためには、労働組合や労働者の代表者

により、その他の基準に従ってストライキが指揮されなければならない。他方で、労働関

連法規は、使用者が違法なストライキに対処するために採り得る、適時かつ効果的な行動

手段につき定めていない。それゆえ、会社が、法に基づきストライキを解決するために法

定の手段をとろうとする場合には、その手続は複雑かつ困難なものとなる。さらに、ベト

ナムの所管当局は、えてして上記のような問題に対応するまでに時間がかかり、また、裁

判所は、ストライキが行われている間は当該ストライキが適法かどうかの判断をすること

はできない。ストライキの適法性は、ストライキが終了し、ストライキをしていた労働者

が、裁判所にその適法性の判断を求めた場合にのみ判断される。もっとも、实際には、そ

のような判断を求められ、判断をした裁判所はほとんどない。 

 

より实効的な解決策としては、会社とストライキ中の労働者の代表者は、当該状況を解決

する方法につき協議すべきである。实際に、このような協議をすることで、労働者は要求

が満たされるとすぐに職場へ復帰するようである。 

 

労働者が職場に復帰しない場合、当該労働者はストライキに加わっていたとみなされる。

もしストライキが違法であり、ストライキに加わった労働者が物的損害を生じさせた場合

には、使用者は、企業別組合、労働者側の代表者及びストライキに加わった労働者に対し、

損害賠償を請求することができる。当事者は損害賠償について交渉することができ、交渉

が決裂した場合には、会社は、違法なストライキが行われた場所に所在する地方裁判所に

訴訟を提起することができる。もっとも、ストライキの適法性を判断することは極めて困

難であるため、实際は、違法ストライキを理由とする損害賠償が認められることはほとん

どなく、損害について当事者に責任を負わせることは難しい。 
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(d) 貿易及び関税 
 

(1) 外資系の製造会社は日本・ベトナム間の FTA、日本・ASEAN 諸国間の FTA 及びその

他の FTA に基づく低率／免除の輸入税率をどのように利用すべきか。原産地規則及び

累積規則はどのように適用されるか。 

 

日本とベトナムとの間の貿易関係（より広範には、日本と ASEAN 諸国との貿易関係）に関

しては、以下の 2 つの協定が重要である。ベトナムは、当該協定に基づき、以下の条件の

下で、ベトナムに輸入される商品に対する関税率の優遇を認めることを約束している。 

 

 2009 年 1 月 1 日に発効した日本・ASEAN 包括的経済連携協定（The ASEAN-Japan 

Comprehensive Economic Partnership）（「AJCEP」）（ASEAN の構成員ということに

よりベトナムも含まれる。） 

 

 2009 年 10 月 1 日に発効した日本・ベトナム経済連携協定（The Agreement between 

Japan and the Socialist Republic of Vietnam for an Economic Partnership）（「JVEPA」） 

 

AJCEP 又は JVEPA に基づく低率／免除の輸入税率を利用するためには、商品は、対応する

協定に基づいて定められた原産地規則に適合していなければならない。かかる商品は、そ

れぞれの国における特別な原産地規則に適合する商品にのみ発行される特別な原産地証明

書（Certificates of Origin）を用いて輸送されなければならない。 

 

関連する原産地規則がどのように適用されるかについて以下に要約する。 

 

AJCEP に基づく原産地規則 

 

以下のいずれかの条件を満たす場合に、商品は、締約国（すなわち、日本又はベトナムを

含む ASEAN 加盟国）の原産品とされる。 

 

 当該締約国において完全に取得され、又は生産されるものであって、AJCEP 第 25

条に定められているもの（当該締約国において生存している動物から得られる商

品、又は当該締約国において行われる狩猟、わな、漁ろう、採集又は捕獲により

得られる商品など） 

 

 下記の計算式を用いて算定される域内原産割合（regional value content）（「RVC」）

が、40％以上の商品であって、生産の最終工程が当該締約国において行われたも

の 

 

商品の RVC は次の計算式を用いて算定する。 

 

 

 

 

  

・ 「FOB」は、生産者から外国に向けた最終的な積込みを行う港又は場所まで輸

送するために要する費用を含む、商品の本船渡し（free on board）の価額であ

る。FOB は、AJCEP に基づいて定められる具体的な規則にしたがって調整さ

れることがある。 

RVC  = 

   FOB - VNM 

-------------------- 

      FOB 

x 100% 
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・ 「RVC」は、百分率で表示される域内原産割合である。 

・ 「VNM」は、商品の生産において使用される非原産材料の価額（value of 

non-originating materials）である。 

 

 当該商品の生産に利用された全ての非原産材料について、当該締約国において統

一システム54の 4 桁番号の水準における関税分類の変更（以下「CTC」という。）

（すなわち、関税の見出しの変更）が行われたもの 

 

さらに、品目別規則の対象となる商品は、AJCEP 附属書 2 に基づいて定められる適用可能

な品目別規則を満たす場合には、原産品とみなされる。品目別規則が、RVC に基づく原産

地規則、CTC に基づく原産地規則、特定の製造若しくは加工作業が行われること又はこれ

らのいずれかのものの組合せを選択することを規定する場合には、各締約国は、商品が締

約国の原産品であるかを決定するに当たり、当該商品の輸出者がいずれの規則を用いるか

について決定することを認める。 

 

1996 年 12 月 13 日付で WTO の閣僚会議において採択された情報技術製品の貿易に関する

閣僚宠言の付表 A 又は B が対象とする商品であって、締約国において他の商品を生産する

材料として使用されるものについては、同閣僚宠言の付表 A 又は B が対象とする産品につ

いて適用される品目別規則にかかわらず、当該締約国の原産材料とみなすことができると

いう点に留意する必要がある。ただし、同閣僚宠言の付表 A 又は B が対象とする産品がい

ずれかの締約国において組み立てられる場合（当該産品が第 8541.10 号から第 8542.90 号ま

での各号に分類される場合を除く。）に限られる。 

 

累積規則に関しては、AJCEP は、ある締約国の原材料であって、他の締約国において産品

を生産するために使用されたものについては、当該産品を完成させるための作業又は加工

が行われた当該他の締約国の原産材料とみなされると定めている。すなわち、日本企業が

日本又は他の ASEAN 諸国からの原材料を日本又はいずれかの締約国における産品の生産

過程で使用した場合、かかる原材料は AJCEP に基づく原産地規則に適合するために計上さ

れ得る。 

 

JVEPA に基づく原産地規則 

 

JVEPA に基づく原産地規則は、JVEPA の下では、「締約国（Party）」という用語が、ベトナ

ム又は日本のいずれかを指すという点及びベトナム以外の ASEAN 諸国を含む域内原産割

合の概念が、ベトナム又は日本のいずれかに関する原産資格割合（ local value content）

（「LVC」）の概念に置き換えられるという点を除き、AJCEP に基づく原産地規則と類似し

ている。LVC は、以下の計算式を用いて算定される。 

 

LVC  = 

   FOB - VNM 

-------------------- 

      FOB 

x 100% 

 

AJCEP とは異なり、JVEPA には、情報技術製品に関する独立した原産地規則はないという

点に留意する必要がある。 

 

                                                        
54 「統一システム」とは、AJCEP の附属書 2 に定める品目別規則において用いられるものをいう。 
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(2) 輸出加工区（「EPZ」）における権利・義務、関税及び付加価値税（VAT）の取扱いにつ

いて説明してほしい。 

 

EPZ は、無関税区域の一つである。従って、EPZ と外国企業との間及び EPZ 間で売買され

る商品及びサービスは、非課税となる。国内市場における企業から EPZ に売却される商品

及びサービスは、上述の 0％課税の対象とならない供給品を除き、0％課税の対象となる輸

出であると考えられる。EPZ から国内市場における企業に売却される商品は、適切な付加

価値税率の課される輸入であると考えられる。 

 

輸出加工区において製造及び事業を行うために投資する投資家の権利 

 

投資に関する施行細則（Decree No. 108/2006/ND-CP）に基づき、輸出加工区において製造及

び事業を行うために投資する投資家は、以下の行為を行う権利を有する。 

 

 製品の製造及びサービス事業を遂行するための輸出加工区内にすでに建設された

工場・事務所・倉庫のリース又は取得 

 

 輸出加工区内の交通道路システム、電力供給、給水、排水、情報通信、汚水処理、

廃棄物処理及びその他公共サービスからなる技術インフラ工事及び公共サービス

工事について」手数料を支払う方式での利用 

 

 インフラ設備が整った輸出加工区内で、土地・不動産事業に関する法規に準じて

製品製造及びサービス事業を遂行する目的で行われる、工場・事務所建設及びそ

の他建築工事のための土地使用権譲渡、譲渡受入、リース及びサブリース 

 

輸出加工区においてインフラ事業に投資する投資家の権利 

 

投資に関する施行細則（Decree No. 108/2006/ND-CP）に基づき、輸出加工区においてインフ

ラ事業に投資する投資家は、以下の行為を行う権利を有する。 

 

 売却又はリースするための輸出加工区内での工場、事務所及び倉庫の建設 

 

 インフラ整備済みの土地のリース又はサブリースの価格の設定。輸出加工区内で

のインフラ整備、公共施設の使用料金の設定。工場、事務所及び倉庫のリース並

びに売却価格及びサービス料金の価格設定 

 

 輸出加工区内でのインフラ整備及び公共サービス使用費の徴収 

 

 土地及び不動産に関する法規に準じる、輸出加工区内のインフラ設備が整った土

地使用権の譲渡並びに土地のリース及びサブリース 
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(e) 外国為替管理 
 

(1) 外資会社は、国内外の銀行においていかなる種類の口座を開設する必要があり、また、

開設することができるか。かかる口座を開設するための要件は何か。 

 

国内銀行口座 

 

全ての外資会社は、下記の取引を行うため、認可金融機関（例えば、外国為替に関する業

務を提供することを許可された銀行）において、外貨建ての資本金預入専用口座（「資本金

口座」）を開設しなければならない。 

 

 会社の設立資本の出資の受入れ、直接投資の实行のための資本金の受入れ、中長

期の海外資本融資の受入れ 

 

 会社の預金口座への外貨の受入れ又は会社の預金口座からの外貨の支払い 

 

 中長期の海外融資の元金、利息及び費用の支払い及び送金 

 

 会社の外国人投資家の資本金、配当金、その他の合法な収入の送金 

 

 会社の直接投資に関連するその他の取引 

 

資本金口座に加えて、外資会社は、経常取引を行うために、認可金融機関において、ベト

ナムドン及び外貨建てのその他の口座を開設することができる。開設することができる当

座預金口座数について、制限はない。 

 

海外銀行口座 

 

海外口座の開設と運用は、ベトナム国家銀行（State Bank of Vietnam）の厳しい監督下に置か

れており、ベトナム国家銀行による承認が必要である。外資会社に対しては、ベトナム国

家銀行は、500 万 US ドル以上又は他の外貨で 500 万 US ドル相当額以上の中長期の海外融

資に係る支払い及び返済の目的で使用される海外口座の開設を承認することができる。外

資会社は、一定の特別の事情がある場合（ベトナム首相による書面による同意が要求され

る場合もある。）にも海外口座を開設することが許容される場合がある。 

 

(2) 外資会社は、どのように払込資本金及び利益を外国に送金することができるか。 

 

資本金の送金 

 

外資会社における外国人投資家は、ベトナム国家への納税義務を履行した後、払込資本金

及び再投下資本金のうち自己の持分部分をベトナムから回収する権利を有する。送金に際

しては、外国人投資家は、送金業務の認可を受けた銀行に対し、確認のため、一定の関係

書類を提出する必要がある。もっとも、外国人投資家は、会社の解散より前に、払込資本

金をベトナム国外に送金することはできない。 

 

送金される額が、外国人投資家によって出資された払込資本金及び再投下資本金の額を超

える場合には、当該超過額につき、許可当局による事前承認が必要である。 
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利益の送金 

 

外国人投資家は、ベトナム国家への納税義務を履行した後、利益、配当金、収益の分配金、

その他の合法な収入を送金する権利を有する。送金に際しては、外国人投資家は、送金業

務の認可を受けた銀行に対し、確認のため、所管税務当局による税金の納付証明書を含む

一定の関係書類を提出しなければならない。 

 

外資会社は、経常取引及び外国為替規制に従い許可されたその他の取引を行うために外貨

を購入する権利を有する。もっとも、外資会社がベトナムドンを外国通貨に両替すること

ができるかは、ベトナムにおいて事業を行うことを許可された銀行から外貨を入手するこ

とができるかによる。 

 

(3) 海外会社への支払いと同一の海外会社からの支払いとを相殺によって決済（ネッティン

グ）するために必要な手続にはどのようなものがあるか。 

 

一般的に、相殺による決済は、民法（Civil Code）によって認められている原理である。受

取債権と支払債務との国境を越えた相殺は法的に禁じられてはいない。特に、相殺決済は、

海外融資（offshore loans）及び仕入れに係る付加価値税控除に係る請求権（claims of input 

value added tax credit）に関する場合において明確に許容されている。ベトナムでは、厳格な

外国為替管理がなされ、かつ、多数の書類が税金対策として必要とされるため、相殺によ

る決済を行う場合には、上記のように相殺による決済が明確に許容されている場合を除い

ては、法務及び税務の関係に焦点を当て、個別に調査し検討する必要がある。 
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(f) 知的財産 
 

(1) 日本の会社により製造された商品の海賊版がベトナムで販売されている。当該会社はか

かる事態につきどのように対処すべきか。 

 

日本の会社が、ベトナムにおいて自社の商品の海賊版（偽造品）が販売されていることを

知った場合、以下の手段をとることが考えられる。 

 

ステップ 1：偽造者の身元を特定するために十分な調査をすること 

 

当該会社は、偽造者の所在を突き止め、販売経路及び海賊版の出所を特定することを目的

として、偽造者に関する調査を十分に行なうため、会社内部又は会社外部の調査者を起用

すべきである。そして、調査者は、証拠として、当該偽造品のサンプルを購入し、販売場

所を撮影すべきである。实際上の問題として、調査者は、適切な戦略を準備し遂行するた

め、調査対象である偽造者の背後に大きな組織があるかどうかを確認すべきである（偽造

者の多くは大きな組織と密接につながっているため）。 

 

ステップ 2：販売中止を要求する書面を作成し、偽造者に対し送付すること 

 

知的財産法（Law on Intellectual Property）においては、商標権者が行政機関に措置を講ずる

よう要請するのに先立ち、偽造者に対し販売中止を要求する書面を送付することを要件と

はしていない。しかしながら、違法な事業・行為の規模次第によるものの、販売中止を求

める書面の送付は偽造者に偽造品の販売をやめさせる上で効果的な手段となり得る。 

 

例えば、偽造者が小規模な小売業者であり、（偽造品の製造、流通又は小売販売を行う大規

模又は組織化された会社とは対象的に）違法業務が小規模であると思われる場合は、偽造

品の製造、流通又は販売の中止を要求する書面を送付することは効果的な手段となり得る。

实際問題として、このような書面は、小規模な偽造者に対して強いメッセージを直接伝達

するものであり、同書面の送付により偽造者が偽造行為への関与を思いとどまる場合もあ

る。更に偽造者に対し電話をしたり面会したりすることも上記の書面の抑止力を最大化す

る上で効果的な手段となり得る。 

 

他方で、偽造行為が大規模に行われている場合には、上記のような書面の送付により偽造

者が思いとどまるとは考えにくい。おそらく、このような場合は、行政機関に直接措置を

講ずるよう要請する方が効果的であろう。 

 

ステップ 3：行政上の強制措置を要請すること 

 

当該会社は、徹底的に調査した上で、経済警察（Economic Police）、市場管理局（Market 

Management Bureau）又は科学技術検査官（Science and Technology Inspectorate）等のベトナ

ムの強制執行機関に対し、行政上の強制措置を講じ、偽造者に対し行政上の制裁を課すよ

うに要請することができる。行政上の制裁には下記が含まれる。 

 

 警告 

 

 罰金 

 

 偽造品、資料、原材料及び偽造品の製造、流通又は取引に用いられるその他の道
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具の没収 

 

 偽造品の破棄 

 

偽造者に対し強制措置を講ずるよう強制執行機関を説得するために、当該会社は以下の損

害又は被害を証明しなければならない。 

 

 収入及び利益の喪失 

 

 商機の喪失 

 

 違法行為に対処するための費用 

 

实際問題として、商標権者は、行政手続を通じてベトナムでの商標の偽造に対処すること

を好む。これは、一般的に行政手続の方が民事訴訟を行うよりも時間や費用がかからない

からである。 

 

有名ではない商標は、所管当局において商標登録している場合にのみ保護される。有名な

商標は、原則として、商標登録していなくても保護される。しかし、实際には、ある商標

がベトナムにおいて有名であることを立証するのは、一定の形式と主観的な判断を要する

ことから、非常に困難である。 

 

上記の 3 ステップに加えて、当該会社は将来の偽造行為を防止するために以下の防衛策を

検討すべきである。 

 

税関における記録 

 

偽造行為の可能性を適時に発見し、偽造品がベトナムへ輸入されることを防止するために、

当該会社は、ベトナムの所管税関局（Customs Offices）において当該会社の登録済みの商標

を記録してもらうよう手続すべきである。法律上、税関における記録は、その受理日から 1

年間有効とされるが、申請により 1 年間更新することができる。税関は、かかる記録の受

理日から、偽造の疑いのある商品を監視し、検出し、偽造の可能性のある商品を発見した

場合には、当該会社に通知する。 

 

不動産所有者への警告書 

 

当該会社は、偽造者へ場所を貸している不動産の権利者に警告書を送付し、引き続き商品

の偽造に関与した場合に生じ得る結果（すなわち、場所を貸すことにより違法行為に加担

することになる。）につき告知することも考えられる。 
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(g) 保険 
 

(1) 外資系製造会社は、ベトナム国内において又は海外から、どのような保険を購入するこ

とができるか。また、ベトナムにおいて、どのような保険への加入が義務付けられてい

るか。 

 

原則として、組織及び個人は、ベトナムにおいて適法に営業許可を得て事業を営む保険会

社からのみ保険商品を購入することができる。もっとも、WTO のサービス分野に関する開

放スケジュールにおけるベトナムのコミットメントでは、外資会社又はベトナムにおける

外国人労働者は、海外の保険会社から保険を購入することができるものとされている。 

保険商品には生命保険商品と損害保険商品が含まれる。 

 

生命保険には以下の保険等がある。 

 

 終身保険 

 

 養老保険 

 

 死亡給付金保険 

 

 複合型保険 

 

 定期保険 

 

 その他ベトナム政府によって定められた生命保険商品 

 

損害賠償保険には以下の保険等がある。 

 

 個人傷害保険及び健康保険 

 

 財産保険及び損害保険 

 

 陸路輸送、海上運送、河川輸送、鉄道輸送及び航空輸送による商品に関する保険 

 

 航空機保険 

 

 自動車保険 

 

 火災保険及び爆発保険 

 

 船舶及び船舶所有者の民事賠償責任保険 

 

 第三者損害賠償責任保険 

 

 信用及び財務リスク保険 

 

 企業損害保険 

 

 農業保険 
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 その他ベトナム政府によって定められた損害保険商品 

 

また、保険業法（Law on Insurance Business）は、以下のいくつかの強制保険についても規定

している。 

 

 自動車所有者に対する民事責任保険、航空輸送業者の旅実に対する民事責任保険 

 

 弁護士のための専門家賠償責任保険 

 

 保険ブローカーのための専門家賠償責任保険 

 

 火災保険及び爆発保険 

 

強制保険を取り扱う保険業者は、潜在的な顧実に対して強制保険商品の販売を拒否するこ

とはできない。 

 

(2) どのような場合に保険契約は一時停止又は終了するか。 

 

保険業法第 23 条及び第 24 条によれば、保険契約は以下の場合に終了する。 

 

 保険の購入者が被保険利益を失った場合。この場合、保険会社は、保険契約に関

して適法に支出された費用を控除した後、支払済みの保険料のうち保険契約の残

存期間分に相当する額を保険の購入者に返還しなければならない。 

 

 当事者間で別途合意している場合を除き、保険の購入者が保険料を全額支払わな

い場合又は保険契約において合意された時期に保険料を支払わない場合。この場

合、保険の購入者は、保険契約の終了日までの保険料を全額支払う必要がある。

かかる規定は個人傷害保険契約には適用されない。 

 

 保険の購入者が保険契約において合意された猶予期間内に保険料を全額支払わな

い場合。この場合、保険会社は、猶予期間内に発生した保険事故につき、被保険

者に対し補償する必要がある。そして、保険の購入者は、保険契約において合意

された猶予期間の終了時までに保険料を全額支払う必要がある。かかる規定は個

人傷害保険契約には適用されない。 

 

また、民法（Civil Code）は、保険契約を含むあらゆる種類の契約が終了する一般的な場合

及びその法的な影響について規定している。 

 

保険業法には、保険契約の一時停止に関する規定はない。 

 

(3) 外国の保険会社は、ベトナムにおいてどのようにして保険事業を開業することができる

か。各種の保険事業につき、必要な最低資本金、その他の要件は何か。 

 

外国保険会社及び外国の保険ブローカーは、ベトナムにおいて下記の形態で業務を営むこ

とができる。 

 

 合弁形態の保険会社及び合弁形態の保険ブローカー 
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 完全外国所有の保険会社及び完全外国所有の保険ブローカー 

 

外国保険会社に適用される設立要件は以下の通りである。 

 

 当該外国保険会社が、ベトナムで営む予定の事業と同様の事業を営むことについ

て、当該外国の所管当局から許可を得ていること 

 

 当該外国保険会社が、営業許可申請書を提出する日までに、尐なくとも 10 年以上、

本店所在国の規制を遵守して適法に営業していること 

 

 当該外国保険会社が、営業許可申請書を提出する年の前年に 20 億 US ドル以上の

総資産を有していること 

 

 当該外国保険会社が、営業許可申請書を提出する年までに、連続した 3 年間にわ

たって本店所在国の保険業法又はその他の法律に関して重大な法令違反をしてい

ないこと 

 

生命保険会社の最低資本金の額は 6,000 億ベトナムドン（およそ 3,200 万 US ドル）、損害保

険会社の最低資本金の額は 3,000 億ベトナムドン（およそ 1,600 万 US ドル）である。当該

会社がより多くの資本を必要とする保険分野に従事する場合は、この最低資本金の額は引

き上げられる可能性がある。 

 

外国保険ブローカーに適用される設立要件は以下の通りである。 

 

 当該外国保険ブローカーが、ベトナムで営む予定の事業と同様の事業を営むこと

について、当該外国の所管当局から許可を得ていること 

 

 当該外国保険ブローカーが、営業許可申請書を提出する日までに、尐なくとも 10

年以上、本店所在国の規制を遵守して適法に営業していること 

 

 当該外国保険ブローカーが、営業許可申請書を提出する年までに、連続した 3 年

間にわたって利益をあげていること 

 

 当該外国保険ブローカーが、営業許可申請書を提出する日までに、連続した 3 年

間にわたって本店所在国の保険業法又はその他の法律に関して重大な法令違反を

していないこと 

 

保険ブローカーの最低資本金の額は 40 億ベトナムドン（およそ 20 万 US ドル）である。 

外国保険会社及び外国保険ブローカーは、ベトナムにおいて駐在員事務所を設立すること

ができるが、駐在員事務所は保険業を営むことができない。 

 

(4) 外資会社は保険に関する法的紛争についてどう対処すべきか。ベトナムにおいて頻繁に

生ずる保険に関する法的紛争は何か。 

 

保険に関する紛争の主な原因としては以下のものが挙げられる。 

 

 保険の対象範囲についての意見の相違：ある損失が保険契約や保険証券により補
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償されるかどうか 

 

 損害に対する支払額についての意見の相違：どのように損失額を算定するか 

 

 同一の保険契約書における英語版とベトナム語版の間の矛盾 

 

 保険契約書と保険証券の間の矛盾。通常、保険証券や保険契約には、保険証券は

保険契約書の一部であると記載されていることから、保険証券と保険契約書の間

の矛盾により解釈の問題が生じる。ある事例では、紛争解決手段につき、保険契

約には裁判手続によると規定され、保険証券には仲裁手続によると規定され、両

者が矛盾していることがあった。 

 

このような紛争について、保険会社との間で直接解決することもできるし、より正式な以

下の手続により解決することもできる。 

 

 資産に係る保険につき、当事者が損害の原因や範囲に関して合意に至らなかった

ときは、保険契約に別段の定めがない限り、利害関係のない損害査定人を参加さ

せることができる（保険業法第 48 条）。 

 

 上記の損害査定人の指名及び以下に記載する期間制限以外に、保険業法は、保険

に関する紛争を解決するための特別な手続を定めていない。それゆえ、その他の

紛争と同様に、保険に関する紛争は、交渉を通じて友好的に解決したり、保険契

約及び保険証書の規定に基づき、紛争当事者が裁判所や仲裁センターに申立てを

行って解決したりすることになる。 

 

重要な期間制限は以下の通りである。 

 

 保険会社に対して訴えを提起する場合の期間制限：保険事故の発生から 1 年間（保

険業法 28 条） 

 

 法的手続を開始する場合の期間制限：紛争が生じた日から 3 年間（保険業法 30 条）
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(h) 投資 
 

(1) 外資企業の現行の事業範囲についての追加や変更に係る申請又は登録の義務はどの程

度厳格か。当該義務は、現行の事業範囲に係る軽微な変更についても適用されるのか。

当該義務違反に対しては、何らかの制裁があるか。自社で製造した商品を輸出するため

の投資許可証（investment certificate）を有している外資企業が、自社で製造した商品の

一部をベトナムで販売したい場合に、当該変更につき、いかなる手続が必要か。 

 

外資企業は、投資許可証に定められた事業活動のみを行うことが認められる。そのため、

外資企業が投資許可証に具体的に定められた事業以外の活動を行うには、その規模又は影

響に関わらず、当該変更を決定した日から 10 営業日以内に、当該変更を登録し、投資許可

証の修正を行わなければならない。 

 

かかる義務に違反した場合には、500 万ベトナムドンから 700 万ベトナムドンの範囲で制裁

金が科せられる55。 

 

自社で製造した一切の商品を輸出する許可を受けている外資企業が、その商品の一部をベ

トナムで販売するためには、当該外資企業は、その商品をベトナムと外国の両方において

販売することが認められるように投資許可証を修正する手続を経なければならない。必要

な手続が単純なものであったとしても、实際には、投資許可証の修正には数週間かかるこ

とがある。 

 

(2) 外資企業による小売事業の規制撤廃について、ベトナムにおける外資企業による小売活

動に関する Decree 23、Decree 90、Circular 5、Circular 9 及び Decision 10 を含めて説

明してほしい。 

 

2007 年 1 月 1 日時点で、ベトナムの WTO 加盟国としての義務に基づき、ベトナムにおい

て正当に許可された外資企業（100％外資企業を含む。）は、(i) ほぼ全ての商品に関し、完

全な貿易権（輸出入する権利）及び(ii) 合法的に輸入されたほとんどの商品又は国内で製造

されたほとんどの商品に関する卸売、小売及び代理店販売を含む流通サービスに従事する

権利（2009 年 1 月 1 日時点）を有している。 

 

上述の WTO 加盟国としての義務は、2005 年に成立した商法（Law on Commerce）、2007 年

2 月 12 日付の Decree No. 23/2007/ND-CP（「Decree No. 23」）、2007 年 7 月 17 日付の Circular 

No. 09/2007/TT-BTM（「Circular No. 09」）、2008 年 4 月 14 日付の Circular No. 05/2008/TT-BCT

（「Circular No. 05」）及び 2007 年 5 月 21 日付の Decision No. 10/2007/QD-TTg（「Decision No. 

10」）に基づき施行されている。これらの規制は、貿易権、流通サービス及びそれらの事業

活動に適用される認可手続について定めている。 

 

Decision No. 10 は、WTO 加盟議定書におけるベトナム市場開放を实施するためのスケジュ

ールにつき規定している。従って、Decision No. 10 は、Decision No. 10 の付属書類 1、2、3

及び４において商品の機能及び性質に応じて個別に規定される、商品の売買、輸出入及び

販売権に関する外資企業に対する市場参入の制限を撤廃する期限について定めている。 

 

Decree No. 23 は、ベトナムにおける外資企業による商品の売買活動及び商品の売買に直接

                                                        
55 政府による 2007 年 4 月 4 日付の計画投資部門（planning and investment section）における行政処分に関す

る Decree No.53/2007/ND-CP 第 22.3 条(a)及び(b) 
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関連する活動についての 2005 年に成立した商法を施行するものである。本 Decree は、

Circular No. 05により修正されたCircular No. 09により施行される。これらの規制によると、

Decree No. 23 に規定されたいくつかの条件（ベトナムが、当該活動の市場開放を約束して

いる国際条約に加盟する国からの投資であること、ベトナムが国際条約で約束しているス

ケジュール及びベトナム国内法に整合していること、本活動に係る商品及びサービスがベ

トナムの市場開放の約束及びベトナム国内法に整合していることなど）を充たす外資企業

は、貿易活動及び貿易に直接関連する活動（例えば、輸出入や販売活動）に従事すること

を許可される。 

 

2007 年 5 月 31 日に発行された Decree No. 90/2007/ND-CP（「Decree No. 90」）は、ベトナム

に拠点を有しない外資企業による輸出入に関する具体的な規制及び手続を定めている。本

Decree によると、ベトナムに拠点を有しない外資企業とは、共通投資法（Investment Law）

及び商法に規定された形態によるベトナムへの直接投資をしておらず、商法に基づく駐在

員事務所や支店を有しない外資企業をいうとされている56。 

 

原則として、Decree No. 90 は、ベトナムに拠点を有しない外資企業が、(i) 輸出入のための

登録証明書（ベトナム法規及び WTO 加盟議定書に基づき輸出入が許可される商品を輸出入

する権利を付与するもの。）の申請をすること及び(ii) ベトナム法に基づき商品の取引をす

ることにつき必要な営業登録を有しているベトナム企業から、輸出するための商品を購入

し、輸入した商品を販売することを許容している57。しかし、Decree No. 90 を施行するため

の circular が発行されていないため、实務上、ベトナムに拠点を有しない外資企業がかかる

証明書を獲得した事例は不見当である。Decree No. 90 を施行する circular が発行されない限

り、当該 Decree により付与された権利を行使することはできないものと考えられる。 

 

(3) 税関手続、現地における輸出入（on the spot export/import）の手続及び外国投資会社が

留意すべきその他の問題など、委託加工契約（commission agreement）を締結する際に

問題となる点を説明してほしい。 

 

外資会社は、その投資許可証で認められている限り、海外の事業者及び国内の事業者の双

方から製品の加工又は再加工について受注することができる。また、外資会社は、当該注

文に基づく加工又は再加工を行うために、国内外の事業者に対して、物品の加工又は物品

の製造過程の 1 つ又は複数の工程について、委託することができる。 

 

一般的に、外資企業は貿易が禁止されている物品以外は全て加工を請け負うことができる58。

外資会社が海外の事業者のために物品を加工する場合は、以下のことに留意する必要があ

る。 

 

 輸出入が禁止されている又は一時的に停止されている物品を加工することは禁止

されている59。 

 

 輸出入をする際に、輸入・輸出許可を必要とする製品については、外資会社は産

業貿易省（Ministry of Industry and Trade）の許可を得た後に限り、委託加工契約に

                                                        
56 Decree No. 90 第 3.2 条 
57 Decree No. 90 第 4.1 条 
58 商法第 180.1 条 
59 2006 年 1 月 23 日付 Decree No.12/2006/ND-CP 及び 2006 年 6 月 12 日付 Decree No.59/2006/ND-CP 
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おける加工を開始することができる60。 

 

 特殊産業により管理されるものとして列挙された物品を加工する際には、当該特

殊産業により設定された条件を充足しなければならない。 

 

 外資会社が、数量割当てを課している国々に向けて輸出される衣服製品又は織物

製品を加工する場合には、当該外資会社は、別途の規制に従わなければならない61。

加えて、商法は、貿易、輸入及び輸出を禁止された物品について、海外で消費す

る目的で外国の商人から依頼されて物品を加工するときは、所管当局による許可

に従う場合にのみ加工することができると規定している62。 

 

外資会社は、会社の設立のための投資完了後、かつ正式に生産及び企業運営の開始後でな

ければ、加工作業を实施することはできない。 

 

外資会社は、最初に受けた委託を实施する場合に、輸入手続を行う 1 日前に、関連税務当

局に加工契約を登録しなければならない。外資会社は、加工契約の終了日から 45 営業日以

内に税務当局に、加工契約の終了に関する関係書類（余剰の原材料、一時的に輸入された

機械及び装置、廃棄する原材料などの取扱基準に関する情報を含む。）を提出しなければな

らない。税務当局は、適切に準備された加工契約の終了に関する関係書類の受領日より 15

営業日乃至 30 営業日内に加工契約の終了を確認する。 

 

加工契約を实施するために輸入された原材料についての税関手続は、税務調査に関する手

続を除いては、通常の商業的に輸入された物品に適用される手続と同様である。加えて、

外資会社は、加工契約を登録した場合又は原材料輸入のための最初の委託契約についての

税関申告書を登録した場合は、輸入した原材料の用法、消費、輸入した原材料の廃棄率又

は損失率の基準を登録しなければならない。外資会社は加工された製品を輸出する場合に

おいては、当該申告書に修正があればそれを登録しなければならない。外資会社が登録し

た基準及び修正された基準は加工契約の終了の際の基準となる63。 

 

さらに、外資会社は、下記の条件を満たした場合に、ベトナムにおいて現地における輸出

入手続を行うことができる。 

 

 現地輸出を行なう外資会社は、買主（海外の事業者）の指示に従い、ベトナムに

おいて物品を引渡す旨の輸出契約を締結しなければならない。 

 

 現地輸入を行なうベトナムの事業者（又は別の外資会社）は、現地輸出を行う会

社から物品を購入する契約を締結している外国の事業者と輸入契約を締結しなけ

ればならない。当該契約においては、売主（海外の事業者）の指示に従いベトナ

ムにおいて物品の引渡しを受ける旨が定められていなければならない。 

 

他方で、固定資産を形成する機械類、装置、器具類及びその他の物品、又は製造工程のた

めの未加工の原材料を現地輸入しようとする外資会社は、ベトナムの事業者から物品を購

入する契約を締結している外国の事業者と輸入契約を締結しなければならない。当該契約

                                                        
60 Decree No.12/2006/ND-CP 第 29 条 
61 Circular No.04/2006/TT-BTM PartⅥ 
62 商法第 180.2 条 
63 Circular No.116/2008/TT-BTC、Decision No.1179/QD-TCHQ 
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は、売主（海外の事業者）の指示に従ってベトナムにおいて物品の引渡しを受ける旨が条

件として指定されたものでなければならず、またベトナムの事業者又は現地輸出を行う外

資会社は、物品の買主（海外の事業者）の指示に従い、ベトナムにおいて引渡を行なう旨

を定める輸出契約を締結しなければならない。 

 

かかる現地輸出又は現地輸入された物品についての税関手続は、税務当局が加工契約又は

輸出品を製造するための原材料輸入契約のいずれかを監督している場合を除き、現地輸出

又は現地輸入をする外資会社にとって最も便宜のよい税務当局において行われる。 

 

(4) 外資企業を清算する手続はどのようなものか。 

 

以下は、解散手続における主な手順である。 

 

 投資家が会社を解散する旨の決定を承認する。 

 

 解散の決定の承認から 7 営業日以内に、会社は、認可当局、会社の従業員及び第

三者たる債権者に対して、解散に関する通知を送付しなければならない。 

 

 会社は、未払賃金、解雇手当、社会保険その他の従業員に対する雇用関係給付金、

税金、その他の債務の順で、一切の債務を処理しなければならない。 

 

 債務の処理から 7 営業日以内に、会社は、その法定代理人を通して、解散関係書

類を認可当局に提出しなければならない。 

 

 会社の解散関係書類を受領してから 7 営業日以内に、認可当局は、当該会社の名

称を登録簿から削除しなければならない。会社の債務は全て、解散が決定されて

から 6 ヶ月以内に決済されなければならない。 

 

(5) ベトナムにおける破産手続はどのようなものか。 

 

外資企業が、期限が到来している債務に係る債権者からの請求に対して支払いをすること

ができない場合には、当該会社は支払不能の状態になったとみなされ、破産手続開始の申

立てをすることができる。破産手続は以下の通りである。 

 

 債権者、従業員、投資家（すなわち、外資企業の経営者、社員又は株主）又は当

該外資企業自身は、管轄裁判所に対し、破産手続開始の申立てをすることができ

る。 

 

 裁判所は、破産手続の申立てに対する管轄権を引き受けた日から 30 日以内に、破

産手続を開始するか否かの決定をする。 

 

 破産手続開始が決定された場合、当該外資企業は、通常通りの事業活動を続ける

必要があるが、管轄裁判官並びに経営及び財産の清算に関する委員会の監督及び

検査を受けることになる。さらに、この期間、当該外資企業は、財産の隠匿や処

分、無担保の債務の弁済等の一定の行為を行うことができない。 

 

 裁判所の破産手続開始決定を受領してから 30 日以内に、当該破産外資企業は、(i) 

既に裁判所に提出している詳細な目録に従って、全ての財産の一覧表を作成し、
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それらの財産の価額を決定し、(ii) 財産の価額も記載した財産の目録を直ちに裁判

所に提出しなければならない。 

 

 新聞において破産手続が公表された日から 60 日以内に、債権者は裁判所に対して、

債権の届出をしなければならない。 

 

 経営及び財産の清算に関する委員会は、債権者による債権の届出期間の終了から

15 日以内に、債権者及び債権額の目録の作成を完了させなければならない。 

 

 裁判所は、債権者集会を招集する。 

 

 債権者集会の決議に基づき、裁判所は、(i) 事業活動の再生又は財産及び債務の清

算という 2 種類の手続のうちのいずれを適用するか、(ii) 当該外資企業につき、破

産宠告をするかを決定しなければならない。 
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(i) 税 
 

(1) ベトナム税制において、過小資本税制（thin capitalization rule）は存在するか。支払利

息の税控除について制限はあるか。 

 

過小資本税制とは、親会社が海外子会社を設立する際に、過度に法定資本を小さく設定し

て、必要な資金を親会社からの借入金で賄うことで、親会社への利息支払いを多くし、法

人税課税を回避する行為を防ぐための税制である。 

 

ベトナムの現行法において、政府による厳格な監督下にある特殊な業種（例えば、銀行業、

不動産業、金融業、証券業、航空会社など）を除いては、過小資本税制は存在しない。貸

付契約の規定に従って金融機関（credit institution）又はその他組織（organization）に支払わ

れる貸付利息は、下記の場合（貸付利息の税控除ができない場合）を除き、全て税控除が

可能である。 

 

＜貸付利息の税控除ができない場合＞ 

 

 定款において義務付けられた出資スケジュールに従った、法定資本金（charter 

capital）の出資目的での金員の貸付、又は未だ払い込まれていない法定資本金への

出資目的での金員の貸付についての利息の支払い。これは、そもそも法定資本金

は、株主の出資から構成されるべきものであることによる。当該ルールを適用す

ると、株主が出資スケジュールに遅れて法定資本金を拠出した場合、そして、そ

の遅延期間において当該会社が貸付利息を負担した場合、法定資本金の不足額と

同額の融資金額は、法定資本金に対する出資目的で使用されたとみなされること

になり、その結果、融資金額に対する利息は、税控除の対象とならないこととな

る64。 

 

 （短期・中期・長期の）貸付が融資限度（外資企業の場合においては、資本金と

会社の投資証明書（Investment Certificate）に記載された投資資金の差額）を超えた

場合、超過額に対応する貸付利息は税控除の対象とならない場合がある。しかし

ながら、この原則は、会社の設立が完了し、事業開始後における短期の貸付の場

合には適用されない。このような場合には、短期の貸付額は、投資資金の合計額

に含まれない65。 

 

(2) 広告宠伝費（advertising expenses）・販売促進費（promotion expenses）・マーケティング

費用（marketing expenses）の税控除に制限は存在するか。 

 

仲介手数料及び支払割引料とともに、広告費、マーケティング費、販売促進費、接待費、

交際費及び会議費は、課税控除の対象となるが、その他控除可能な費用の 10％を上限とす

る。ただし、2009 年 1 月 1 日以降に設立した会社は、会社設立後 3 年間は、その上限はそ

の他控除可能な費用の 15％となる。貿易商（trading businesses）については、売上原価は、

10％の上限を算定するに際しての、他の税控除の対象の費用には含まない。 

 

                                                        
64 2008 年 12 月 26 日付で財務省（Ministry of Finance）により発行された、法人税法及び Decree No. 

124/2008/ND-C に関する指針を定める Circular No.130/2008/TT-BCT（「Circular No.130」）C.IV.2.15.項 

65 2004 年 12 月 21 日付でベトナム国家銀行によって発行された、会社による対外貸付の借用及び支払につ

いてのガイドラインを定める Circular No.09/2004/TT-NHNN（「Circular No. 09」）第 15 条 
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(j) 紛争解決 
 

(1) 日本企業がベトナムに子会社を有している。その子会社は、定期的にベトナム企業と、

商事契約を締結している。 

 

両当事者は、かかる契約から生じる紛争につき、日本の裁判所を管轄裁判所とする旨の合

意をすることができるか。 

 

ベトナムの裁判所の専属管轄に属する紛争・非訟事件（民事訴訟法（Civil Procedure Code）

において規定されている）を除いて、日本企業のベトナムにおける子会社とベトナム企業

間の商事契約から生じる紛争につき、日本の裁判所を管轄裁判所とすることは可能である。

もっとも、日本とベトナムとの間に、裁判所の判決を相互承認するための特別な司法協定

がない限り、日本の裁判所における判決をベトナムにおいて執行することは、不可能でな

いにしても、非常に困難である。 

 

共通投資法（Investment Law）によると、外資会社は、①ベトナムの裁判所、②ベトナム仲

裁機関、③外国の仲裁機関又は国際仲裁機関、④紛争当事者の合意に基づき設立される仲

裁委員会によって紛争を解決することが認められている。 

 

紛争解決手段として外国裁判所を選択した場合に関し、ベトナム法は、外国裁判所の判決

の承認・執行について規定している。かかる承認・執行は、ベトナムと他国間で締結され

た、二国間若しくは多国間の協定又は互恵主義に基づいて行われる。しかしながら、現在

のところ、ベトナムと日本の裁判所により下された判決の承認・執行に関するベトナム政

府と日本政府との間の二国間協定は存在しない。それゆえ、判決の承認・執行は互恵主義

によらざるを得ないが、承認・執行を得るのは困難である。 

 

ベトナム民法（Civil Code）は、外国企業の子会社とベトナム企業間の商事契約に係る準拠

法に関して、契約当事者は、契約の準拠法（契約条項を解釈する際に参照される法）とし

て外国法を選択することができるとしている。しかしながら、ベトナムで執行するという

観点からは、ベトナム法を準拠法とすることが賢明かもしれない。 

 

ベトナムにおける子会社ではなく、日本の親会社が契約を締結する場合に違いはあるか。 

 

契約当事者が日本の親会社であった場合でも、両当事者は、上記と同様に、日本の裁判所

を管轄裁判所とすることができる。しかしながら、前述のとおり、日本の裁判所による判

決をベトナムにおいて執行することは非常に困難であろう。 

 

どのような紛争がベトナムの裁判所の専属管轄に属するか。 

 

民事訴訟法第 411 条によると、下記の紛争がベトナムの裁判所の専属管轄に属する。 

 

 ベトナム国内の不動産に係る権利に関する民事事件 

 

 運送業者の本店又は支店がベトナム国内にある場合の運送契約から生じる紛争 

 

 ベトナム国民と外国人（又は無国籍者）との間の離婚事件で、夫婦ともにベトナ

ムに居住、就業、又は生活している場合の離婚事件 
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加えて、同条によると、以下の民事非訟事件は、ベトナムの裁判所の専属管轄に属する。 

 

 法律事实がベトナム国内で発生した場合に、その法律事实を確定すること 

 

 外国人又は無国籍者がベトナムに居住・就業・又は生活し、かつ、その者の民事

行為能力の制限又は喪失の宠告がその者のベトナムにおける権利、義務の確立に

関連する場合において、その者の民事行為能力の制限又は喪失を宠告すること 

 

 外国人又は無国籍者の失踪又は死亡宠告の根拠となる事件が発生した時に、その

者がベトナムに滞在し、かつ、その失踪又は死亡宠告がその者のベトナムにおけ

る権利、義務の確立に関連する場合において、その者の失踪又は死亡を宠告する

こと 

 

 ベトナム国民の失踪又は死亡宠告が、外国人のベトナムにおける権利、義務の確

立に関連する場合において、その外国人がベトナムの裁判所に当該ベトナム国民

の失踪又は死亡宠告を申し立てること 

 

 ベトナム国内に存在する財産の放棄を確認し、又はベトナム国内に存在する法規

された財産の現在の管理者の所有権を確認すること 

 

(2) 日本企業又はそのベトナムにおける子会社は、ベトナム企業と締結した契約から生じる

紛争の解決手段として、仲裁を選択することができるか。特に、外国仲裁を選択するこ

とができるか。 

 

上記のとおり、共通投資法は、外資会社がベトナム仲裁、外国仲裁又は国際仲裁を選択す

ることができると規定している。 

 

加えて、ベトナム法は、外国仲裁判断の承認・執行につき規定している。敗訴当事者が義

務を自ら履行しようとしない場合には、外国仲裁判断は、執行機関（Enforcement Office）に

よる執行に先立って、承認・執行のための手続を経なければならない。 

 

ベトナムにおいて、外国仲裁判断は、ベトナム仲裁判断と比較してどのように執行される

か。 

 

ベトナム仲裁判断は、敗訴当事者が裁判所に異議を申立てた場合を除き、仲裁判断が言い

渡された後、直ちに、執行機関により直接執行することが可能である。 

 

逆に、外国仲裁判断の勝訴当事者は、敗訴当事者が自ら義務を履行しようとしない場合に

は、執行機関による執行に先立って、民事訴訟法の定める仲裁判断の承認・執行手続を経

なければならない。 

 

ベトナムは、1995 年、ニューヨーク条約（New York Convention）の締約国となり、1995 年 9

月 14 日、外国仲裁判断の承認及び執行に関する命令（Ordinance on Recognition and 

Enforcement of Foreign Arbitration Awards）を採択することによって当該条約における約束を

成文化した（なお、同命令は、2004 年に民事訴訟法により改訂されている。）。 

 

原則として、ベトナムの裁判所は、ベトナムが参加者若しくは締結国となっている国際条

約の当事国において外国仲裁判断がなされたか、当該国の仲裁人によって当該仲裁判断が
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なされたかを考慮し又は互恵主義に基づき、外国仲裁判断の承認・執行につき検討する。 

 

現在、外国仲裁判断の承認・執行のための手続は民事訴訟法において規定されている。簡

単に言えば、勝訴当事者は、申立書と添付書類をベトナム司法省（Ministry of Justice of 

Vietnam）に提出しなければならず、ベトナム司法省は、適法な申立書と添付書類を受領し

てから 7 日間以内に、外国仲裁判断の承認のため、申立書と関係書類を管轄裁判所に送付

する。裁判所は、承認につき審理するため、3 人の裁判官による合議体を構成する。合議体

は、事件を受理してから 2 ヶ月以内に公開審理を開かなければならない。当事者は、最高

人民裁判所（Supreme People’s Court）に控訴することができ、そこでは三人の裁判官が控訴

を審理する。最高裁判所が最終判断を下すまでの期間は、事件の複雑さに応じて、1 ヶ月か

ら 2 ヶ月となっている。 

 

民事訴訟法は、仲裁判断が承認されない場合についても規定しており、かかる場合として

下記のような場合が挙げている。 

 

 仲裁合意の当事者が、各当事者に適用される法律に基づき当該合意に署名する能

力を有さなかったとされる場合 

 

 当事者が仲裁合意につき適用すると定めた国の法律に基づき仲裁合意が執行不能

若しくは無効とされる場合、又は当事者が仲裁合意に適用すべき法律を定めてい

ない場合には、仲裁判断が行われた国の法に基づき仲裁合意が執行不能若しくは

無効とされる場合 

 

 執行の対象とされる個人、機関又は組織が仲裁人の指名や外国仲裁による紛争の

解決手続について適時、適切に通知を受けず、又は正当な理由により手続上の権

利を行使することができなかった場合 

 

 外国仲裁判断が、当事者が仲裁に付していない紛争について言い渡され、又は仲

裁合意の当事者の請求を超えている場合。仲裁判断が仲裁に付した部分と仲裁に

付していない部分とに分けることができる場合には、仲裁に付されている部分に

ついて承認し、ベトナムにおける執行を許可することができる 

 

 外国仲裁の合議体の構成又は外国仲裁手続が、仲裁合意と矛盾する場合又は仲裁

合意において当該事項が定められていない場合には、外国仲裁判断の言い渡され

た国の法令と矛盾する場合 

 

 外国仲裁判断が、未だ当事者に対し執行可能なものではない又は拘束力を有しな

い場合 

 

 外国仲裁判断を言い渡した国又は準拠法国の所管当局が外国仲裁判断を取り消し

又は停止した場合 

 

 ベトナム法により当該紛争が仲裁をもって解決できないとされる場合 

 

 ベトナムにおける外国仲裁判断の承認と執行がベトナム法の基本原則に反する場

合 
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(k) 競争法 
 

(1) 特定の商品についての広告に関する規制はあるか。 

 

広告に関する規則（Ordinance on Advertising）、商法（Law on Commerce）及びそれらの施行

規則は、広告に関する具体的な規制及び禁止行為について概説している。例えば、タバコ

のように広告が全面的に禁止されている一定の商品も存在する。 

 

広告に関する規則は、以下の広告活動を禁止している。 

 

 国家機密を開示する広告及び国家の防衛、国家の主権、安全保障又は社会の安全

を害する広告を行うこと 

 

 ベトナムの歴史的伝統、文化、倫理、慣習又は慣行に反する広告を行うこと 

 

 ベトナムの国旗、ベトナム共産党の党旗、国章、国歌若しくは国歌の旋律、指導

者の肖像、ベトナムの通貨に描かれた肖像又は交通標識の画像を広告目的で用い

ること 

 

 虚偽の広告を行うこと 

 

 都市の美観、景観、環境及び交通秩序又は安全を損なう広告を行うこと 

 

 個人若しくは組織の名誉若しくは名声を毀損すること又は個人若しくは組織の正

当な権利若しくは利益を侵害することを目的とする広告を行うこと 

 

 広告を实施する時までに、未だ流通させることが認められていない、製造物、商

品又はサービスについて広告を行うこと 

 

 その取引の広告が禁じられている商品又はサービスを広告すること 

 

比較広告は認められているか。 

 

比較広告は認められていない。商法（Law on Commerce）は、比較広告を厳格に禁止してい

る。また、競争法（Law on Competition）は、比較広告を不公正な競争行為とみなしている。 

 

(2) A 社と B 社は、いずれも家庭用電化製品を製造している。両社の取締役が、互いに会

議で会い、家庭用電化製品市場の最近の傾向について議論した。そして、最終的に、両

社は、まず在庫を処分するために新製品の発売を翌年まで控えることで合意した。両社

による当該行為は適法か。 

 

競争法によると、両社の行為は違法である。 

 

競争法は、競争制限的協定について定めている。以下の協定は、競争制限的協定とみ

なされる。 

 

 直接又は間接的に商品及びサービスの価格を拘束する協定 
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 販売市場又は商品及びサービスの供給源を分割する協定 

 

 商品及びサービスの生産量、購入量又は販売量を制限又は調整する合意 

 

 技術の開発又は投資を制限する合意 

 

 商品及びサービスの売買に関する契約の締結の際、他社に条件を課す協定又は他

社に対し契約事項に直接には関係しない義務を強要する協定 

 

 他社の市場参入若しくは事業の拡大を阻止、阻害又は不可能とする協定 

 

 協定の当事者ではない事業者を市場から排除する協定 

 

 一つ又は複数の当事者が商品又はサービスの供給に関し落札を確实にするために、

入札の際に談合すること 

 

上記の協定のうち最初の 5 つの類型は、協定の当事者らが関連市場において合計で 30％以

上の市場占有率を有する場合にのみ禁止される。その他 3 つの類型は、協定の当事者らの

市場占有率に拘らず厳格に禁止される。 

 

協定が競争を制限するものであるか否かを判断するために、所轄官庁は、関連市場、協定

の当事者らの市場占有率並びに協定の性質及び目的等の様々なパラメーターを考慮に入れ

ている。 

 

競争者が市場の情報を交換し、新製品の発売の延期を合意することは、当事者らの関連市

場における合計の市場占有率が 30％以上の場合には、競争法第 9 条に基づき禁止される商

品及びサービスの生産量及び販売量を制限又は調整する協定とみなされるであろう。 

 

上記記載の方法により競争を制限した企業は、違反行為のあった事業年度の前年度におけ

る当該企業の総収益の 10％を上限とする制裁金を課される可能性がある。 

 

(3) M 社は、ベトナム市場において、約 50％の市場占有率を有する大規模な化粧品会社で

ある。M 社が、その全ての代理店に対し、ベトナム市場における主要な競争者である N

社の商品を取扱わないよう要求している。M 社の当該行為は適法か。 

 

企業は、関連市場において 30％以上の市場占有率を有する場合に、市場支配的地位にある

とみなされる。 

 

市場支配的地位にある企業は、消費者の福利又は競争者の利益を害するためにその市場支

配的地位を濫用することを禁じられる。以下の行為は、競争法に基づき、支配的地位の濫

用とみなされる。 

 

 競争者を排除する目的で、原価を下回る価格で商品を販売し又はサービスを提供

すること 

 

 消費者に不利益をもたらす不当な購入価格若しくは販売価格の強制又は商品若し

くはサービスについての再販売価格の拘束 
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 消費者に不利益をもたらす生産又は流通の抑制、市場の制限又は技術開発の妨害 

 

 競争上の不公平をもたらす同種の取引における異なる取引条件の付与 

 

 商品及びサービスの売買に関する契約の締結の際に他社に条件を課すこと又は他

社に対し契約事項に直接には関係しない義務を強要すること 

 

 市場参入阻止行為 

 

関連市場において約 50％の市場占有率を有している M 社は、競争法に基づき、市場支配的

地位にあるとみなされる。M 社が、その全ての代理店に対し、ベトナム市場における主要

な競争者である N 社の商品を取扱わないよう要求することは、商品の売買に関する契約の

締結の際に他社に条件を課すものとして、市場支配的地位の濫用とみなされる可能性があ

る。また、N 社が新規参入者である場合には、M 社の行為は、市場参入阻止行為として市

場支配的地位の濫用とみなされる可能性がある。 

 

競争法に基づき、市場支配的地位を濫用した企業は、違反行為のあった事業年度の前年度

における当該企業の総収益の 10％を上限とする制裁金を課される可能性がある。 
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(l) 環境 

(1) ベトナムにおける主要な環境法とその対処方法を説明してほしい。 

 

一般的に、ベトナムにおいては、環境保護法及び同法の施行規則が、全ての環境保護方針

及び環境保護活動を規律及び規制しており、環境保護における全ての当事者の権利及び義

務を定めている66。環境保護法及び同法の施行規則は、ベトナムにおいて活動する全ての類

型の事業体に適用される。 

 

環境保護法は環境及び環境保護に関する多様な事項を扱っている。例えば、奨励される活

動及び禁止される活動、環境基準、環境影響評価、生産、サービス活動及びその他の事業

活動における環境保護、廃棄物管理、汚染の改善及び環境回復、環境管理機関並びに環境

汚染及び環境悪化による損害賠償についての事項である。 

 

環境保護法に加え、天然資源の特定の利用方法、保全及び管理を規律する法律として以下

の法律などがある。 

 

 1998 年 5 月 20 日付の国民会議にて採択された水資源に関する法律 No. 

08/1998/QH10（Law No. 08/1998/QH10 on Water Resources）（「水資源法」） 

 

水資源法及び同法の施行規則は、ベトナムにおいて活動する全ての類型の事業体に適用さ

れ、水資源の利用、開発、管理及び保護を扱っている。水資源法は、事業体及び個人に対

し、水資源、特に地下水及び流水を保護することを定めている。さらに、水資源法は、水

源に廃水を排出する者に対し所轄官庁から承認を得ることを義務づけている。 

 

 1996 年 3 月 20 日付の国民会議にて採択された鉱物に関する法律（「鉱物法」）及び

2005 年 6 月 14 日付の国民会議にて採択された鉱物法の複数の条項を修正及び補足

する法律 No. 46/2005/QH11（Law No. 46/2005/QH11） 

 

鉱物法は、鉱物の管理及び保護について規律する。鉱物法は、鉱物調査、探査、開発及び

加工に従事する個人又は事業体に対して、鉱物管理活動に関する指針、条件及び要件を定

めている（ただし、石油、ガス及びその他の類型の天然水に関するものを除く。）。さらに、

関連する認可の取得手続についても定めており、鉱物管理活動を行う際の鉱物保護及び環

境保護のための要件についても概説している。具体的には、鉱物開発を行う個人又は事業

体は、ベトナムにおける営業許可を有する銀行に対し、預託金を預けなければならないこ

ととされている。 

 

 2007 年 11 月 21 日付の国民会議にて採択された化学物質に関する法律 No. 

06/2007/QH12（Law No. 06/2007/QH12 on Chemical Substances）（「化学物質法」） 

 

化学物質法は、化学物質に係る投資、化学物質の製造、化学物質の包装、化学物質の売買、

化学物質の輸出入、化学物質の保管及び利用、化学实験並びに廃棄化学物質の処理に関す

る法的枠組みを設定している。化学物質法は、個人又は事業体が上記活動に従事するため

の認可を得るための条件、要件及び手続について規定しており、またかかる個人又は事業

体が、当該化学物質が人々の健康及び周辺の地域社会の福祉に与える影響について報告す

る責任を定めている。 

                                                        
66 最も重要な 3 つの施行規則は、Decree No. 80/2006/ND-CP、Decree No. 117/2009/ND-CP 及び Circular No. 

08/2009/BTNMT である。 
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(m)統一企業法 
 

(1) 会長（Chairman of the Board of Member）、社長（President）及び他の会社の経営幹部は

ベトナムに居住しなければならないか。仮にそうであるとして、彼らは１年のうち何日

ベトナムに滞在している必要があるか。もし、当該要件を遵守しなかった場合、経営幹

部ら又は会社に対して何らかの罰則、不利益又は实際上の問題が生ずるか。 

 

一般的に、統一企業法（Enterprise Law）は、会社の法的代表者にのみ、規則的にベトナム

に居住することを要求している。法は、法的代表者が１年のうち何日間ベトナムに滞在す

る必要があるかについて具体的に規定していないが、基本的な考え方は、法的代表者が、

法的代表者としての職務を遂行することができるよう、規則的にベトナムに居住し、就労

していなければならないというものである。 

 

しかしながら、法的代表者が 30 日以上ベトナムを離れる場合には、他の者が会社の法的代

表者としての権利及び義務を遂行することを可能にするため、法的代表者はその者に書面

により権限を付与しなければならない旨が法律で定められている。 

 

有限会社において、法的代表者となり得るのは、①会長（Chairman of the Board of Members）、

②社長（President）、③総社長（General Director）のいずれかである。株式会社においては、

法的代表者となり得るのは、①会長（Chairman of the Board of Management）又は②総社長

（General Director）のいずれかである。 

 

Decree No. 53/2007/ND/CP に基づいて、会社の法的代表者が常時ベトナムに居住していない

場合、又は法的代表者がベトナムに滞在していない期間が 30 日間以上となる場合に、他の

者に対して書面により権限を付与しなかった場合には、当該会社に対して 500 万ベトナム

ドン)から 700 万ベトナムドンの罰金が課される可能性がある。 
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