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１．2021年度の活動実績 

（１）WGミーティング 

(1) WG meeting 

2021年度は全 2回の WGミーティングを行った（2021年 7 月 21日、2021年 12月 24日）。 

※新型コロナウィルス(COVID-19)の影響により On-Line開催にて実施。 

All two WG meetings were held in FY2021 (on June 21, 2021, and December 24, 2021). 

※WG meeting was held by on-line meeting due to the effects of the new Coronaviruses 

(COVID-19). 

 

 

（２）各プロジェクトグループの活動 

(2) Activities of each project group 

① IP Vietnamに対する要望検討、意見交換会の実施 

① Submission of a request for IP issue to IP Vietnam. And Dialogue with IP Vietnam. 

 

・ベトナムにおける改正法案の動向、IPベトナムの審査基準に着目し、ベトナム WGとして

情報収集及び意見出しの検討を行った。 

・Focusing on the trend of the revised bill in Vietnam and the examination standards 

of IP Vietnam, we, Vietnam WG, gathered information and discussed our opinions. 

・IP ベトナムとの意見交換会を 2022 年 3 月 23 日にオンラインで開催した。会議では、ベ

トナム WGから、2020年度に提出したパブリックコメントの内容を中心とする意見交換を

行った。 



・Consultation on the Revision of Vietnam IP Law with IP Viet Nam (on-line meeting) 

was held on March 23, 2022. At the meeting, Vietnam WG exchanged views mainly on the 

content of public comments submitted in 2021. 

 

② VIPRIとの特許・商標ワークショップ 

② Workshop on Patent & Trademark with VIPRI 

・2020 年 2 月の VIPRI とのワークショップ開催以降、コロナ禍の下、具体的な活動が制限

されており、今後の活動について検討。 

Since the workshop with VIPRI was held in February 2020, specific activities have 

been restricted due to the effects of COVID-19, and consideration of future 

activities will be continued. 

 

 

２．2022年度の活動予定 

2. Schedule of FY2022 

① IP Vietnamに対する要望提出、意見交換会の実施 

① Submission of a request for IP issue to IP Vietnam. And Dialogue with IP Vietnam. 

・今後の知財法の改正動向、審査基準の改正状況をフォローし、ベトナム WGとして適宜検

討・意見出しを行う。 

・We will follow up on the future trends of the revision bill of Vietnam IP Law and 

the status of revision of the examination standards of IP Vietnam, continue to 

discuss IP issue of Vietnam as appropriate. 

・今後の IP ベトナムとの意見交換会のあり方について、現状の状況を考慮しつつ検討を継

続する。 

・Regarding Dialogue with IP Vietnam, we will continue to discuss the future activity 

considering the current circumstances. 

 

 

① VIPRIとのワークショップ 

② IP Workshop with VIPRI 

・現在の状況下で対応可能な活動(VIPRIとのワークショップ等)について継続的に検討を行

う。 

 We will continue to consider future activities that can be handled under the current 

circumstances (e.g., On-line workshops). 

 

以上 


