
(a) 知的所有権の侵害を防止するために技術的措置を講じること 

(b) 知的所有権の侵害行為を犯した法人、個人に対して、当該侵害行為を終了し、謝罪

し、公的に是正し、かつ、損害に対して補償するよう請求すること 

(c) 所管当局に対して、本法並びに他の関係法及び規則の規定に従い知的所有権の侵害

行為を取り扱うよう請求すること 

(d) 自らの正当な権利及び利益を保護するために管轄裁判所における訴訟又は仲裁を提

起すること 

(2) 知的所有権の侵害行為により生じた損害を被ったか、又は消費者若しくは社会に損害

を生じた知的所有権の侵害行為を被った法人及び個人は、国家所管当局に対して、本法

の規定並びに他の関係法及び規則の規定に従い知的所有権の侵害行為を取り扱うよう請

求する権利を有する。 

(3) 不正競争行為により生じた損害を被ったか、又は被るおそれがある法人及び個人は、

国家所管当局に対して、本法第 202 条に規定する民事救済及び競争に関する法律に規定

する行政的救済を適用するよう請求する権利を有する。 

 

第 199 条 知的所有権の侵害行為に対する救済 

(1) 他人の所有権の侵害行為を犯した法人及び個人は、当該侵害の内容及び程度に応じて

民事救済、行政的救済、又は刑事救済についての責任を負う。 

(2) 必要に応じて、国家所管当局は、暫定的措置、輸入及び輸出に関して知的所有権関連

の管理措置、及び予防措置を適用する権利を有し、また本法並びに他の関係法及び規則

に規定の通り行政罰が科されることを保証する。 

 

第 200 条 知的所有権の侵害を取り扱う権限とその当局 

(1) 裁判所、検察庁、市場管理局、税関、警察庁及び全レベルの人民委員会は、その職務

及び権限内で、知的所有権の侵害行為を取り扱う権利を有する。 

(2) 民事救済及び刑事救済の適用は、裁判所の権限に属する。必要に応じて、裁判所は、

法律及び規則に従い暫定的措置を適用する権利を有する。 

(3) 行政的救済の適用は、検察庁、警察庁、市場管理局及び全レベルの人民委員会の権限

に属する。必要に応じて、前記機関は、予防措置を適用し、かつ、法律及び規則に従い

行政罰が科されることを保証する権利を有する。 

(4) 輸入及び輸出に関する知的所有権国境管理措置の適用は、税関の権限に属する。 

 

第 201 条 知的所有権の検査、査定 

(1) 知的所有権に関する検査及び査定とは、本条の(2)と(3)に規定する法人又は個人が知

的所有権における自らの知識及び専門的意見を使用して知的所有権侵害事件に関係する

事項に関する査定、結論を作成することをいう。 

(2) ベトナムにおける外国の法律事務所を除いて、以下の条件を満たす企業、協同組合、

事業家、法律事務所は、知的所有権の査定を実施することができる。 

(a) 法律の諸規定に従って、当該査定に必要な要求を満たせる人材、設備と技術を有す

ること 

(b) 経営登録証明書、事業登録証明書に記述された知的所有権の査定を実施する機能を

有すること 

(c) 法人の所長又は当該所長により授権された者は知的所有権の査定員証を持っている

こと 

(3) 以下の条件を満たす個人は、権限のある機関によって知的所有権の査定員証を発給さ

れる。 

(a) ベトナム人であり、活動に対し法的に特別な制限を受けていないこと 

(b) ベトナムに永住権があること 

(c) 専門家としての倫理観が正しいこと 

(d) 査定員証の発給申請分野に相応しい専攻で学士以上の学位を有し、当該分野で 5 年

間以上の経験を経て査定業務の試験に合格したこと 

(4) 国家所管当局は、自らが受理した案件を処理するために知的所有権に関する検査、査

定を要求する権利を有する。 

(5) 知的所有権所有者及び他の関係法人又は個人は、自らの正当な権利及び利益を保護す

るため知的所有権に関する検査、査定を請求する権利を有する。 

(6) 政府は、知的所有権に関する検査、査定に関する法人と作業を細則に規定する。 

 

第 XVII 章 民事救済による知的所有権に対する侵害の取扱 

第 202 条 民事救済 

裁判所は、知的所有権の侵害行為を犯した法人及び個人に対処するため、次の民事救済

措置を講じる。 

(1) 知的所有権の侵害の終了を強制すること 

(2) 評判の是正及び謝罪を強制すること 

(3) 民事的義務の遂行を強制すること 

(4) 損害に対する補償を強制すること 

(5) 知的所有権侵害商品の創出又は取引に主として使用された商品、素材及び用具につい

て、廃棄、非商業目的での頒布又は使用を強制すること。ただし、当該頒布及び使用が

知的所有権所有者による権利行使に影響を与えないことを条件とする。 

 

第 203 条 訴訟当事者の権利及び立証責任 

(1) 知的所有権の侵害に対する訴訟における原告及び被告は、民事訴訟法第 79条及び本法

に規定する権利及び立証責任を有する。 

47



(2) 原告は、その者が次の証拠の内の 1 つを有する知的所有権所有者であることを立証し

なければならない。 

(a) 著作権登録証、隣接権登録証、保護証書の有効な謄本、又は著作権及び隣接権の国

家登録簿、工業意匠、回路配置の国家登録簿、及び保護植物品種の国家登録簿からの

抄本 

(b) 著作権登録証、隣接権登録証がない場合は著作権、隣接権の確定の根拠を立証する

のに必要な証拠、また、営業秘密、商号又は周知標章に対する権利を立証するのに必

要な証拠 

(c) 実施する権利が契約に基づいてライセンスされている場合は、知的所有権の行使に

係るライセンス許諾契約書の写し 

(3) 原告は、知的所有権侵害又は不正競争行為の証拠を提出しなければならない。 

(4) 生産方法が特許発明である場合、それに係る権利の侵害に対する訴訟において、次の

場合は、被告は、その者の製品が保護された方法以外の方法により製造されていること

を立証しなければならない。 

(a) 保護された方法により製造された製品が新規である場合 

(b) 保護された方法により製造された製品は新規ではないが、当該保護された方法の所

有者は、被告の製品が保護された方法により製造されていると信じており、かつ、合

理的な措置が取られたにも拘らず被告により使用された方法を特定できなかった場合 

(5) 知的所有権の侵害に対する訴訟当事者が、自らの主張の実証に関する証拠が他の当事

者の管理下にあり、それ故入手不可能であることを立証した場合は、前者は、当該証拠

を後者に強制的に提出させるよう裁判所に対して請求する権利を有する。 

(6) 損害補償請求の場合は、原告は、自らの実損を立証し、かつ、本法第 205 条に従い自

らの請求の根拠を明示しなければならない。 

 

第 204 条 知的所有権の侵害により生じた損害の決定についての原則 

(1) 工業所有権侵害により生じた損害は、次のものを含む。 

(a) 物理的損害は、財産の損失、収入及び利益の減少、事業機会の喪失、当該損害の防

止及び損害からの回復のための合理的経費、合理的な弁護士手数料、並びにその他の

有形損失を含む。 

(b) 精神的損害は、名誉、威厳、威信、名声に対する損失、並びに文学的、美術的、科

学的著作物の著作者、実演者、発明、工業意匠、回路配置の創作者に対して、及び植

物品種育成者に対して生じたその他の精神的損失 

(2) 損害のレベルは、知的所有権所有者がその者の知的所有権の侵害により蒙った実損を

根拠として決定されるものとする。 

 

 

第 205 条 知的所有権の侵害により生じた損害の決定についての根拠 

(1) 原告が知的所有権の侵害により自己への物理的損害が生じたことを立証した場合は、

原告は、裁判所に対して、次の根拠の内の 1 つに基づいて補償金額を決定するよう請求

する権利を有する。 

(a) 原告の利益減少分が全物理的損害に未だ含まれていないときは、金額により算出さ

れた全物理的損害に侵害の結果として被告が得た利益を加算した額 

(b) 知的所有権対象の使用に係る合意に基づいて、犯された侵害行為と同等程度まで知

的所有権対象を使用する権利を被告が原告から移転されたと想定して、当該知的所有

権対象を使用する権利の移転の価値 

(c) (a)及び(b)に従い補償金額を決定することが不可能な場合は、当該金額は、損失レ

ベルに応じて裁判所により決定されるが、5 億ベトナム・ドンを超えないものとする。 

(2) 原告が、知的所有権の侵害がその者に精神的損害を生じたことを立証することに成功

したときは、その者は裁判所に対して、損害のレベルに応じ 500 万ベトナム・ドンから

5000万ベトナム・ドンの範囲で補償金額を決定するよう請求する権利を有する。 

(3) 本条(1)及び(2)に記載の損害賠償に加え、知的所有権所有者は、侵害に関与した法人

や個人に対して、強制的に弁護士雇用の合理的な費用を支払わせるよう裁判所に対して

請求することができる。 

 

第 206 条 暫定的措置の適用を裁判所に請求する権利 

(1) 訴訟提起時又はその後、知的所有権所有者は、次の場合は暫定的措置を講じるよう裁

判所に対して請求する権利を有する。 

(a) 知的所有権所有者に対して回復不能な損害を与える脅威が存在する場合 

(b) 知的所有権に対する侵害容疑の商品及び工業所有権の侵害行為に関係する証拠につ

いて、それらが適時に保護される場合を除いて、散乱又は廃棄の脅威が存在する場合 

(2) 裁判所は、当該暫定的措置に責任を有する当事者の意見を聴取する前に、本条(1)に規

定する知的所有権所有者の請求により暫定的措置の適用を決定することができる。 

 

第 207 条 暫定的緊急措置 

(1) 次の暫定的緊急措置は、知的所有権侵害容疑の商品に対して又は当該商品を生産若し

くは取引するための素材、原料又は用具に対して適用可能とする。 

(a) 没収 

(b) 差押 

(c) 封印、状態の変更又は置換の禁止 

(d) 所有権移転の禁止 

(2) その他の暫定的緊急措置は、民事訴訟法に従い適用されるものとする。 
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(2) 原告は、その者が次の証拠の内の 1 つを有する知的所有権所有者であることを立証し

なければならない。 

(a) 著作権登録証、隣接権登録証、保護証書の有効な謄本、又は著作権及び隣接権の国

家登録簿、工業意匠、回路配置の国家登録簿、及び保護植物品種の国家登録簿からの

抄本 

(b) 著作権登録証、隣接権登録証がない場合は著作権、隣接権の確定の根拠を立証する

のに必要な証拠、また、営業秘密、商号又は周知標章に対する権利を立証するのに必

要な証拠 

(c) 実施する権利が契約に基づいてライセンスされている場合は、知的所有権の行使に

係るライセンス許諾契約書の写し 

(3) 原告は、知的所有権侵害又は不正競争行為の証拠を提出しなければならない。 

(4) 生産方法が特許発明である場合、それに係る権利の侵害に対する訴訟において、次の

場合は、被告は、その者の製品が保護された方法以外の方法により製造されていること

を立証しなければならない。 

(a) 保護された方法により製造された製品が新規である場合 

(b) 保護された方法により製造された製品は新規ではないが、当該保護された方法の所

有者は、被告の製品が保護された方法により製造されていると信じており、かつ、合

理的な措置が取られたにも拘らず被告により使用された方法を特定できなかった場合 

(5) 知的所有権の侵害に対する訴訟当事者が、自らの主張の実証に関する証拠が他の当事

者の管理下にあり、それ故入手不可能であることを立証した場合は、前者は、当該証拠

を後者に強制的に提出させるよう裁判所に対して請求する権利を有する。 

(6) 損害補償請求の場合は、原告は、自らの実損を立証し、かつ、本法第 205 条に従い自

らの請求の根拠を明示しなければならない。 

 

第 204 条 知的所有権の侵害により生じた損害の決定についての原則 

(1) 工業所有権侵害により生じた損害は、次のものを含む。 

(a) 物理的損害は、財産の損失、収入及び利益の減少、事業機会の喪失、当該損害の防

止及び損害からの回復のための合理的経費、合理的な弁護士手数料、並びにその他の

有形損失を含む。 

(b) 精神的損害は、名誉、威厳、威信、名声に対する損失、並びに文学的、美術的、科

学的著作物の著作者、実演者、発明、工業意匠、回路配置の創作者に対して、及び植

物品種育成者に対して生じたその他の精神的損失 

(2) 損害のレベルは、知的所有権所有者がその者の知的所有権の侵害により蒙った実損を

根拠として決定されるものとする。 

 

 

第 205 条 知的所有権の侵害により生じた損害の決定についての根拠 

(1) 原告が知的所有権の侵害により自己への物理的損害が生じたことを立証した場合は、

原告は、裁判所に対して、次の根拠の内の 1 つに基づいて補償金額を決定するよう請求

する権利を有する。 

(a) 原告の利益減少分が全物理的損害に未だ含まれていないときは、金額により算出さ

れた全物理的損害に侵害の結果として被告が得た利益を加算した額 

(b) 知的所有権対象の使用に係る合意に基づいて、犯された侵害行為と同等程度まで知

的所有権対象を使用する権利を被告が原告から移転されたと想定して、当該知的所有

権対象を使用する権利の移転の価値 

(c) (a)及び(b)に従い補償金額を決定することが不可能な場合は、当該金額は、損失レ

ベルに応じて裁判所により決定されるが、5 億ベトナム・ドンを超えないものとする。 

(2) 原告が、知的所有権の侵害がその者に精神的損害を生じたことを立証することに成功

したときは、その者は裁判所に対して、損害のレベルに応じ 500 万ベトナム・ドンから

5000万ベトナム・ドンの範囲で補償金額を決定するよう請求する権利を有する。 

(3) 本条(1)及び(2)に記載の損害賠償に加え、知的所有権所有者は、侵害に関与した法人

や個人に対して、強制的に弁護士雇用の合理的な費用を支払わせるよう裁判所に対して

請求することができる。 

 

第 206 条 暫定的措置の適用を裁判所に請求する権利 

(1) 訴訟提起時又はその後、知的所有権所有者は、次の場合は暫定的措置を講じるよう裁

判所に対して請求する権利を有する。 

(a) 知的所有権所有者に対して回復不能な損害を与える脅威が存在する場合 

(b) 知的所有権に対する侵害容疑の商品及び工業所有権の侵害行為に関係する証拠につ

いて、それらが適時に保護される場合を除いて、散乱又は廃棄の脅威が存在する場合 

(2) 裁判所は、当該暫定的措置に責任を有する当事者の意見を聴取する前に、本条(1)に規

定する知的所有権所有者の請求により暫定的措置の適用を決定することができる。 

 

第 207 条 暫定的緊急措置 

(1) 次の暫定的緊急措置は、知的所有権侵害容疑の商品に対して又は当該商品を生産若し

くは取引するための素材、原料又は用具に対して適用可能とする。 

(a) 没収 

(b) 差押 

(c) 封印、状態の変更又は置換の禁止 

(d) 所有権移転の禁止 

(2) その他の暫定的緊急措置は、民事訴訟法に従い適用されるものとする。 
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第 208 条 暫定的緊急措置を請求する者の義務 

(1) 暫定的緊急措置を請求する者は、第 203 条(2)に規定する資料及び証拠の提出を含めて、

本法第 206条(2)に規定するその者の請求する権利を立証する義務がある。 

(2) 暫定的緊急措置を請求する者は、暫定的緊急措置による債務者が当該知的所有権を侵

害していないと認められた場合は、その者に対する損害についての補償金を支払う義務

を有する。この義務の履行を保証するため、暫定的緊急措置の適用を請求する者は、次

の 1つにより保証金を供託しなければならない。 

(a) 暫定的措置適用の対象である商品の価値の 20％相当の金額、又はそれらの商品の評

価が不可能のときは少なくとも 2000万ベトナム・ドンを供託すること 

(b) 銀行又は他の信用機関が発行した保証書類を提出すること 

 

第 209 条 暫定的緊急措置適用の終了 

(1) 裁判所は、暫定的緊急措置の取り消しの適用について、民事訴訟法第 122条(1)にいう

何れかの場合、又は暫定的緊急措置による債務者が当該暫定的措置の適用が不合理であ

ることの立証に成功した場合は、この措置の取り消しを決定しなければならない。 

(2) 暫定的緊急措置適用の取り消しの場合は、裁判所は、本法第 208条(2)にいう供託金を

請求人へ償還することを考慮しなければならない。暫定的緊急措置適用の請求が不合理

であり、当該措置による債務者に対して損害を生じるときは、裁判所は、請求人に対し

強制的に当該損害の補償をさせなければならない。 

 

第 210 条 暫定的措置適用に係る権限及び手続 

暫定的措置の適用に係る権限及び手続は、民事訴訟法第 1部第 VIII章の規定に従わなけ

ればならない。 

 

第 XVIII 章 行政及び刑事措置による知的所有権の侵害の取扱；知的所有権関

係の輸入及び輸出の管理 

第 1 節 行政及び刑事措置による知的所有権の侵害の取扱 

第 211 条 行政罰を受けるべき知的所有権の侵害行為 

(1) 知的所有権侵害の次の行為のいずれかをする法人、個人は、行政罰に服するものとす

る。 

(a) 著作者、所有者、消費者又は社会に対して損失を及ぼす知的所有権侵害をすること 

(b) 本法の第 213 条にいう知的所有権の偽造商品を生産し、輸入し、輸送し、取引する

か又は他人にこれらの行為をするように委託すること 

(c) 偽造の地理的表示を付したスタンプ、ラベルまたは他の物品を生産し、輸入し、輸

送し、取引し、保有するか又は他人にこれらの行為をするように委託すること 

(2) 政府は、行政罰を受けるべき知的所有権の侵害行為、処罰の形態、程度とその手続に

ついて細則に規定する。 

(3) 知的所有権に関する不正競争行為を犯した法人及び個人は、競争法令に規定する行政

罰を科される。 

 

第 212 条 刑事罰を受けるべき知的所有権の侵害行為 

犯罪を構成する要因を有する知的所有権の侵害行為を犯した個人は、刑法及び規則に従

い刑事罰を科されるものとする。 

 

第 213 条 知的所有権の偽造商品 

(1) 本法にいう知的所有権の偽造商品は、本条(2)にいう偽造標章商品又は偽造地理的表示

商品(以下「偽造標章商品」という)並びに(3)にいう所謂海賊版と言われる著作権違反商

品を含む。 

(2) 偽造標章商品とは、当該商品に係り保護された標章又は地理的表示と同一又は実質的

に識別不能な標章若しくは標識を、当該標章の所有者又は当該地理的表示の管理法人そ

れぞれの同意なしに付した商品又は包装である。 

(3) 著作権違反商品とは、著作権所有者又は隣接権所有者の同意なしに作成された複製で

ある。 

 

第 214 条 行政罰及び矯正措置 

(1) 本法第 211条(1)にいう知的所有権の侵害行為を犯した法人及び個人は、強制的に当該

侵害を終了させられ、次の主たる行政罰のいずれかに処せられるものとする。 

(a) 警告 

(b) 罰金 

(2) 侵害の性質及びレベルに応じて、知的所有権を侵害した法人及び個人は、次の追加的

行政罰に処せられる。 

(a) 知的所有権の偽造商品及び当該偽造商品の製造又は取引に主として使用された素材、

原材料及び用具の没収 

(b) 侵害関連領域での関係事業活動の一定期間の停止 

(3) (1)及び(2)にいう行政罰に加え、知的所有権の侵害行為を犯した法人及び個人は、次

の矯正措置に服するものとする。 

(a) 知的所有権侵害品の強制破壊、強制頒布、非商業的目的のための強制使用を行う。

知的財産権侵害品の製造や取引に用いられた用具、原材料、製造用材料への措置も同

様とする。ただし、当該破壊、頒布または使用が知的所有権所有者による権利の行使

に影響を及ぼさないことを条件とする。 

(b) 知的所有権侵害品でベトナム通過品については、ベトナムの領土からの強制撤去を

行う。知的財産権侵害品や知的財産権侵害品を製造し、取引するために輸入された用
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第 208 条 暫定的緊急措置を請求する者の義務 

(1) 暫定的緊急措置を請求する者は、第 203 条(2)に規定する資料及び証拠の提出を含めて、

本法第 206条(2)に規定するその者の請求する権利を立証する義務がある。 

(2) 暫定的緊急措置を請求する者は、暫定的緊急措置による債務者が当該知的所有権を侵

害していないと認められた場合は、その者に対する損害についての補償金を支払う義務

を有する。この義務の履行を保証するため、暫定的緊急措置の適用を請求する者は、次

の 1つにより保証金を供託しなければならない。 

(a) 暫定的措置適用の対象である商品の価値の 20％相当の金額、又はそれらの商品の評

価が不可能のときは少なくとも 2000万ベトナム・ドンを供託すること 

(b) 銀行又は他の信用機関が発行した保証書類を提出すること 

 

第 209 条 暫定的緊急措置適用の終了 

(1) 裁判所は、暫定的緊急措置の取り消しの適用について、民事訴訟法第 122条(1)にいう

何れかの場合、又は暫定的緊急措置による債務者が当該暫定的措置の適用が不合理であ

ることの立証に成功した場合は、この措置の取り消しを決定しなければならない。 

(2) 暫定的緊急措置適用の取り消しの場合は、裁判所は、本法第 208条(2)にいう供託金を

請求人へ償還することを考慮しなければならない。暫定的緊急措置適用の請求が不合理

であり、当該措置による債務者に対して損害を生じるときは、裁判所は、請求人に対し

強制的に当該損害の補償をさせなければならない。 

 

第 210 条 暫定的措置適用に係る権限及び手続 

暫定的措置の適用に係る権限及び手続は、民事訴訟法第 1部第 VIII章の規定に従わなけ

ればならない。 

 

第 XVIII 章 行政及び刑事措置による知的所有権の侵害の取扱；知的所有権関

係の輸入及び輸出の管理 

第 1 節 行政及び刑事措置による知的所有権の侵害の取扱 

第 211 条 行政罰を受けるべき知的所有権の侵害行為 

(1) 知的所有権侵害の次の行為のいずれかをする法人、個人は、行政罰に服するものとす

る。 

(a) 著作者、所有者、消費者又は社会に対して損失を及ぼす知的所有権侵害をすること 

(b) 本法の第 213 条にいう知的所有権の偽造商品を生産し、輸入し、輸送し、取引する

か又は他人にこれらの行為をするように委託すること 

(c) 偽造の地理的表示を付したスタンプ、ラベルまたは他の物品を生産し、輸入し、輸

送し、取引し、保有するか又は他人にこれらの行為をするように委託すること 

(2) 政府は、行政罰を受けるべき知的所有権の侵害行為、処罰の形態、程度とその手続に

ついて細則に規定する。 

(3) 知的所有権に関する不正競争行為を犯した法人及び個人は、競争法令に規定する行政

罰を科される。 

 

第 212 条 刑事罰を受けるべき知的所有権の侵害行為 

犯罪を構成する要因を有する知的所有権の侵害行為を犯した個人は、刑法及び規則に従

い刑事罰を科されるものとする。 

 

第 213 条 知的所有権の偽造商品 

(1) 本法にいう知的所有権の偽造商品は、本条(2)にいう偽造標章商品又は偽造地理的表示

商品(以下「偽造標章商品」という)並びに(3)にいう所謂海賊版と言われる著作権違反商

品を含む。 

(2) 偽造標章商品とは、当該商品に係り保護された標章又は地理的表示と同一又は実質的

に識別不能な標章若しくは標識を、当該標章の所有者又は当該地理的表示の管理法人そ

れぞれの同意なしに付した商品又は包装である。 

(3) 著作権違反商品とは、著作権所有者又は隣接権所有者の同意なしに作成された複製で

ある。 

 

第 214 条 行政罰及び矯正措置 

(1) 本法第 211条(1)にいう知的所有権の侵害行為を犯した法人及び個人は、強制的に当該

侵害を終了させられ、次の主たる行政罰のいずれかに処せられるものとする。 

(a) 警告 

(b) 罰金 

(2) 侵害の性質及びレベルに応じて、知的所有権を侵害した法人及び個人は、次の追加的

行政罰に処せられる。 

(a) 知的所有権の偽造商品及び当該偽造商品の製造又は取引に主として使用された素材、

原材料及び用具の没収 

(b) 侵害関連領域での関係事業活動の一定期間の停止 

(3) (1)及び(2)にいう行政罰に加え、知的所有権の侵害行為を犯した法人及び個人は、次

の矯正措置に服するものとする。 

(a) 知的所有権侵害品の強制破壊、強制頒布、非商業的目的のための強制使用を行う。

知的財産権侵害品の製造や取引に用いられた用具、原材料、製造用材料への措置も同

様とする。ただし、当該破壊、頒布または使用が知的所有権所有者による権利の行使

に影響を及ぼさないことを条件とする。 

(b) 知的所有権侵害品でベトナム通過品については、ベトナムの領土からの強制撤去を

行う。知的財産権侵害品や知的財産権侵害品を製造し、取引するために輸入された用
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具、原材料については侵害部分を除去した後に強制再輸出を行う。 

(4) 知的所有権の侵害行為に対する行政処罰、処罰の権限は、行政違反処罰に関する法律

に従って行われること。 

 

第 215 条 予防措置の適用 

(1) 次の場合は、法人及び個人は、所管当局に対して、行政措置を適用し、かつ、行政罰

が本条(2)に従い科されることを保証するよう請求する権利を有する。 

(a) 知的所有権の侵害行為が消費者又は社会に対して深刻な損害を生じることがある場合 

(b) 侵害手段が散逸し又は侵害者がその責任を回避する脅威が存在する場合 

(c) 行政措置の実施を保証するための場合 

(2) 知的所有権の侵害に対する行政的手続に基づいて適用可能な行政的予防措置には、次

のものを含む。 

(a) 関係個人の一時的拘留 

(b) 当該侵害に使用された商品、手段及び用具の一時的留置 

(c) 関係個人の調査 

(d) 侵害商品、侵害商品開発手法に係る諸品及び用具が保管されている場所の調査 

(d’) 法律及び規則に従う行政上の予防措置 

 

第 2 節 知的所有権関係の輸入及び輸出の管理 

第 216 条 知的所有権関係の輸入及び輸出の国境管理措置 

(1) 知的所有権関係の輸入及び輸出の国境管理措置は、次のものを含む。 

(a) 知的所有権侵害容疑のある商品に係る税関手続の停止 

(b) 知的所有権侵害の標識を含む商品の検出の監督 

(2) 知的所有権侵害容疑のある商品に係る税関手続の停止は、商品ロットについての情報

及び証拠の収集を目的として知的所有権所有者の請求により講じられる措置であり、こ

れは当該知的所有権所有者が、侵害処理を請求し、かつ、暫定的措置若しくは予防措置

の適用を請求する権利を行使し、また行政罰を科すべきことを確保する根拠として役立

つものである。 

(3) 知的所有権侵害の標識を含む商品を検出する審査及び監督は、税関手続の停止を請求

するために情報収集を目的とした知的所有権所有者からの請求により講じられる措置で

ある。 

(4) 本条(2)又は(3)にいう措置適用の過程の間、何らかの商品が本法第 213 条に従い知的

所有権の偽造商品であると認められたときは、税関は、本法第 214 条及び第 215 条にい

う行政措置を適用する権利及び義務を有する。 

 

 

第 217 条 知的所有権関係の輸入及び輸出の国境管理措置の適用を請求する者の義務 

(1) 知的所有権関係の輸入及び輸出に関する国境管理措置の適用を請求する者は、次の義

務を有する。 

(a) その者が本法第 203条(2)にいう資料および証拠を提出することにより知的所有権所

有者であることを立証すること 

(b) 知的所有権侵害容疑の商品を特定し、かつ、侵害商品を発見するのに十分な情報を

提供すること 

(c) 税関に対して申請書を提出し、かつ、法律及び規則により定められた手数料及び料

金を納付すること 

(d) 管理措置に服した商品が知的所有権を侵害しないと認められる場合は、当該措置に

服した者に対して損害及びその他の蒙った経費を支払うこと 

(2) 本条(1)(d)に規定する義務の履行を保証するため、税関手続の停止措置の適用を請求

する者は、次のいずれか 1つの方法により保証金を供託しなければならない。 

(a) 税関手続の停止の対象である商品ロットの価値の 20％相当の金額、又は当該商品ロ

ットを評価することが不可能なときは、少なくとも 2000万ベトナム・ドンを供託する

こと 

(b) 銀行又は他の信用機関により発行された担保書類を提出すること 

 

第 218 条 税関手続の停止の適用に係る手続 

(1) 税関手続の停止を請求する者が、本法第 217 条に規定する義務を適切に履行したとき

は、税関は、疑義商品ロットに関する税関手続の停止に関する決定を発出しなければな

らない。 

(2) 税関手続の停止期間は、税関手続の一時停止の申請者がその一時停止に関する税関機

関の通知を受領した日から 10日間とする。この期間は、税関手続の停止を請求する者が

正当な理由を有し、かつ、本法第 217条(2)にいう保証金を供託したときは、20日まで延

長することができる。 

(3) 本条(2)に規定された期間の満了時に、税関手続の停止を請求する者が民事訴訟を提起

せず、かつ、税関が商品ロットの輸出入業者を行政手続に基づいて取り扱う事件を受理

しなかったときは、税関は以下の責任を果たさねばならない。 

(a) 疑義の商品ロットに係る税関手続を継続すること 

(b) 税関手続の停止を請求した者に対して、税関手続停止の不合理な請求により当該商

品ロットの所有者が被った全損害を強制的に補償させること、及び税関法に従い税関

及びその他の関係機関、個人が被った商品の保管保存経費並びにその他の費用を支払

わせること 

(c) 税関手続の停止を請求した者に対して、義務を履行し、かつ、本条(b)にいう全費用

支払の後に、供託保証金の残額を還付すること 
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具、原材料については侵害部分を除去した後に強制再輸出を行う。 

(4) 知的所有権の侵害行為に対する行政処罰、処罰の権限は、行政違反処罰に関する法律

に従って行われること。 

 

第 215 条 予防措置の適用 

(1) 次の場合は、法人及び個人は、所管当局に対して、行政措置を適用し、かつ、行政罰

が本条(2)に従い科されることを保証するよう請求する権利を有する。 

(a) 知的所有権の侵害行為が消費者又は社会に対して深刻な損害を生じることがある場合 

(b) 侵害手段が散逸し又は侵害者がその責任を回避する脅威が存在する場合 

(c) 行政措置の実施を保証するための場合 

(2) 知的所有権の侵害に対する行政的手続に基づいて適用可能な行政的予防措置には、次

のものを含む。 

(a) 関係個人の一時的拘留 

(b) 当該侵害に使用された商品、手段及び用具の一時的留置 

(c) 関係個人の調査 

(d) 侵害商品、侵害商品開発手法に係る諸品及び用具が保管されている場所の調査 

(d’) 法律及び規則に従う行政上の予防措置 

 

第 2 節 知的所有権関係の輸入及び輸出の管理 

第 216 条 知的所有権関係の輸入及び輸出の国境管理措置 

(1) 知的所有権関係の輸入及び輸出の国境管理措置は、次のものを含む。 

(a) 知的所有権侵害容疑のある商品に係る税関手続の停止 

(b) 知的所有権侵害の標識を含む商品の検出の監督 

(2) 知的所有権侵害容疑のある商品に係る税関手続の停止は、商品ロットについての情報

及び証拠の収集を目的として知的所有権所有者の請求により講じられる措置であり、こ

れは当該知的所有権所有者が、侵害処理を請求し、かつ、暫定的措置若しくは予防措置

の適用を請求する権利を行使し、また行政罰を科すべきことを確保する根拠として役立

つものである。 

(3) 知的所有権侵害の標識を含む商品を検出する審査及び監督は、税関手続の停止を請求

するために情報収集を目的とした知的所有権所有者からの請求により講じられる措置で

ある。 

(4) 本条(2)又は(3)にいう措置適用の過程の間、何らかの商品が本法第 213 条に従い知的

所有権の偽造商品であると認められたときは、税関は、本法第 214 条及び第 215 条にい

う行政措置を適用する権利及び義務を有する。 

 

 

第 217 条 知的所有権関係の輸入及び輸出の国境管理措置の適用を請求する者の義務 

(1) 知的所有権関係の輸入及び輸出に関する国境管理措置の適用を請求する者は、次の義

務を有する。 

(a) その者が本法第 203条(2)にいう資料および証拠を提出することにより知的所有権所

有者であることを立証すること 

(b) 知的所有権侵害容疑の商品を特定し、かつ、侵害商品を発見するのに十分な情報を

提供すること 

(c) 税関に対して申請書を提出し、かつ、法律及び規則により定められた手数料及び料

金を納付すること 

(d) 管理措置に服した商品が知的所有権を侵害しないと認められる場合は、当該措置に

服した者に対して損害及びその他の蒙った経費を支払うこと 

(2) 本条(1)(d)に規定する義務の履行を保証するため、税関手続の停止措置の適用を請求

する者は、次のいずれか 1つの方法により保証金を供託しなければならない。 

(a) 税関手続の停止の対象である商品ロットの価値の 20％相当の金額、又は当該商品ロ

ットを評価することが不可能なときは、少なくとも 2000万ベトナム・ドンを供託する

こと 

(b) 銀行又は他の信用機関により発行された担保書類を提出すること 

 

第 218 条 税関手続の停止の適用に係る手続 

(1) 税関手続の停止を請求する者が、本法第 217 条に規定する義務を適切に履行したとき

は、税関は、疑義商品ロットに関する税関手続の停止に関する決定を発出しなければな

らない。 

(2) 税関手続の停止期間は、税関手続の一時停止の申請者がその一時停止に関する税関機

関の通知を受領した日から 10日間とする。この期間は、税関手続の停止を請求する者が

正当な理由を有し、かつ、本法第 217条(2)にいう保証金を供託したときは、20日まで延

長することができる。 

(3) 本条(2)に規定された期間の満了時に、税関手続の停止を請求する者が民事訴訟を提起

せず、かつ、税関が商品ロットの輸出入業者を行政手続に基づいて取り扱う事件を受理

しなかったときは、税関は以下の責任を果たさねばならない。 

(a) 疑義の商品ロットに係る税関手続を継続すること 

(b) 税関手続の停止を請求した者に対して、税関手続停止の不合理な請求により当該商

品ロットの所有者が被った全損害を強制的に補償させること、及び税関法に従い税関

及びその他の関係機関、個人が被った商品の保管保存経費並びにその他の費用を支払

わせること 

(c) 税関手続の停止を請求した者に対して、義務を履行し、かつ、本条(b)にいう全費用

支払の後に、供託保証金の残額を還付すること 
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第 219 条 知的所有権侵害の標識を含む商品を検出する審査及び監督 

知的所有権所有者が知的所有権侵害の標識を含む商品ロットを検出するための審査及び

監督を請求し、当該商品ロットが検出されたときは、税関は、直ちに当該審査及び監督を

請求した者に対して通知しなければならない。当該通知の日から 3 就業日以内に、当該請

求をした者が検査の結果侵害を疑われると見られた商品ロットに関して税関手続の停止を

請求せず、税関が当該商品ロットの輸入者を本法第 214 条及び第 215 条に従い行政措置に

処すことを決定しない場合は、税関は、当該商品ロットに係る税関手続を続行し完了させ

なければならない。 

 

第 VI 部 施行規定 

 

第 220 条 経過規定 

(1) 本法発効日前に適用の法定書類に基づいて保護されていた如何なる著作権又は隣接権

も、それが発効日現在なお保護期間にあるときは、本法に基づいて引き続き保護される

ものとする。 

(2) 本法の発効日前に所管当局に対して提出済みの著作権、隣接権、発明、実用新案、工

業意匠、商標、原産地名称、回路配置、また植物新品種の登録出願書類は、出願時の法

定書類に従い取り扱われるものとする。 

(3) 本法の発効日前に適用の規定に基づいて付与された保護証書により付与されたすべて

の権利及び義務、並びにこれらの保護証書に関する更新、延長、 訂正、無効化、使用権

の移転、所有権の譲渡、 紛争の解決は、本法に従うことを条件とする。ただし、保護証

書の無効化は、保護証書の付与時に有効な法的文書の諸規定に従うこととする。この規

定は、本法の発効前に有効になっていた法律に従って発表された商品の生産地の名称を

掲載する決定に対しても適用される。工業所有権を管理している国家機関は、商品の生

産地の名称に関する地理的表示の登録証明書の発給手続きを行う。 

(4) 営業秘密、地理的表示、商号、及び工業所有権の保護並びに工業所有権関係の不正競

争に対する権利の保護に関する政府の 2000 年 10 月 3 日付け政令第 54/2000/ND-CP 号に

基づいて存在し保護されている営業秘密及び商号は、引き続き保護されるものとする。 

(5) 本法の発効日から、(4)にいう政令に基づいて保護されたものを含む地理的表示は、そ

れが本法の下で登録されたときのみ（国家工業所有権庁に登録されたときにのみ）、保護

されるものとする。 

 

第 221 条 効力 

本法は、2006年 7月 1日から施行する。 

 

第 222 条 施行指針 

政府及び人民最高裁判所は、本法の施行のために詳細規定を制定し、かつ、指針を提供

する。 

 

[2009 年 6 月 19 日裁可の法律] 

第 1 条 

知的財産法の諸条項を改正し追加する。[改正追加部分は上記に盛り込み済] 

 

第 2 条 

50/2005/QH11号の知的財政法の第 11条(2)(3)(5)、及び第 50条(2)(a)、第 51条(4)に記

述した「文化情報省」を「文化スポーツ観光省」に変更する。[上記に盛り込み済] 

 

第 3 条 

１．本法は、2010年 1月 1日から施行する効力を有する。 

２．政府は、本法に規定する条項の実施詳細と実施案内を作成し、国家管理の面での要求

を満たすために本法の他の必要な内容について案内する。 
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第 219 条 知的所有権侵害の標識を含む商品を検出する審査及び監督 

知的所有権所有者が知的所有権侵害の標識を含む商品ロットを検出するための審査及び

監督を請求し、当該商品ロットが検出されたときは、税関は、直ちに当該審査及び監督を

請求した者に対して通知しなければならない。当該通知の日から 3 就業日以内に、当該請

求をした者が検査の結果侵害を疑われると見られた商品ロットに関して税関手続の停止を

請求せず、税関が当該商品ロットの輸入者を本法第 214 条及び第 215 条に従い行政措置に

処すことを決定しない場合は、税関は、当該商品ロットに係る税関手続を続行し完了させ

なければならない。 

 

第 VI 部 施行規定 

 

第 220 条 経過規定 

(1) 本法発効日前に適用の法定書類に基づいて保護されていた如何なる著作権又は隣接権

も、それが発効日現在なお保護期間にあるときは、本法に基づいて引き続き保護される

ものとする。 

(2) 本法の発効日前に所管当局に対して提出済みの著作権、隣接権、発明、実用新案、工

業意匠、商標、原産地名称、回路配置、また植物新品種の登録出願書類は、出願時の法

定書類に従い取り扱われるものとする。 

(3) 本法の発効日前に適用の規定に基づいて付与された保護証書により付与されたすべて

の権利及び義務、並びにこれらの保護証書に関する更新、延長、 訂正、無効化、使用権

の移転、所有権の譲渡、 紛争の解決は、本法に従うことを条件とする。ただし、保護証

書の無効化は、保護証書の付与時に有効な法的文書の諸規定に従うこととする。この規

定は、本法の発効前に有効になっていた法律に従って発表された商品の生産地の名称を

掲載する決定に対しても適用される。工業所有権を管理している国家機関は、商品の生

産地の名称に関する地理的表示の登録証明書の発給手続きを行う。 

(4) 営業秘密、地理的表示、商号、及び工業所有権の保護並びに工業所有権関係の不正競

争に対する権利の保護に関する政府の 2000 年 10 月 3 日付け政令第 54/2000/ND-CP 号に

基づいて存在し保護されている営業秘密及び商号は、引き続き保護されるものとする。 

(5) 本法の発効日から、(4)にいう政令に基づいて保護されたものを含む地理的表示は、そ

れが本法の下で登録されたときのみ（国家工業所有権庁に登録されたときにのみ）、保護

されるものとする。 

 

第 221 条 効力 

本法は、2006年 7月 1日から施行する。 

 

第 222 条 施行指針 

政府及び人民最高裁判所は、本法の施行のために詳細規定を制定し、かつ、指針を提供

する。 

 

[2009 年 6 月 19 日裁可の法律] 

第 1 条 

知的財産法の諸条項を改正し追加する。[改正追加部分は上記に盛り込み済] 

 

第 2 条 

50/2005/QH11号の知的財政法の第 11条(2)(3)(5)、及び第 50条(2)(a)、第 51条(4)に記

述した「文化情報省」を「文化スポーツ観光省」に変更する。[上記に盛り込み済] 

 

第 3 条 

１．本法は、2010年 1月 1日から施行する効力を有する。 

２．政府は、本法に規定する条項の実施詳細と実施案内を作成し、国家管理の面での要求

を満たすために本法の他の必要な内容について案内する。 
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国会              ベトナム社会主義共和国 
常任委員会              独立 - 自由 - 幸福 
----------------              --------------------------------- 
No：15/2004 / PL-UBTVQH11 
  

種子規則（Seed Ordinance） 

 
1992 年に発行されたベトナム社会主義共和国憲法に基づき、第 10 回国会総会の 2001 年

12 月 25 日に採択された決議第 51/2001 / QH10 に続き、補足された。 第 11 回国会で 2002
年 11 月 26 日に採択された決議第 21/2003 / QH11 に従って、2004 年に第 4 回法令執行プ

ログラムについて採択された。本条令は植物品種に定められている。  
  
 
第 1 章 一般規定 
 
第 1 条：規制範囲 
本条例は、植物遺伝資源の管理及び保存の規則を規定している。研究、選抜、育種、評

価、現地調査、種苗検査、新品種のリリース、新品種の保護、母木、種子果樹園、品種園

と森林の選抜と認証、種子生産と関連事業; 種苗の品質管理等。 
 
第 2 条：適用 
本条例は、ベトナムの法人及び国民、ベトナムの領土内の植物品種分野に係る外国人及

び法人に適用される。 ベトナム社会主義共和国が署名した種苗条例と国際協定との間に相

違がある場合、国際協定が適用される。 
 
第 3 条：定義 
本条例では、以下の用語と単語を以下のように定義する。 
1. 品種は、形態学的に一定の経済的価値を有する植物群である。植物群は、所与の遺伝子

型に起因する特性の表現型によって定義することができ、次世代に継承することができ

る少なくとも 1 つの特性の表現型によって他の植物群と区別することができる。種子、

塊茎、果実、根、植物体、枝、葉、苗、節、芽、花、組織、細胞、胞子、菌糸、藻類及

び微小藻類を含む。 

2. 新品種は、育種又は輸入されたもので、区別性、均一性、安定性を有し、公知の生産お

【添付資料 2】 種子規則（Seed Ordinance 15/2004/PL-UBTVQH11） 



 
 
国会              ベトナム社会主義共和国 
常任委員会              独立 - 自由 - 幸福 
----------------              --------------------------------- 
No：15/2004 / PL-UBTVQH11 
  

種子規則（Seed Ordinance） 

 
1992 年に発行されたベトナム社会主義共和国憲法に基づき、第 10 回国会総会の 2001 年

12 月 25 日に採択された決議第 51/2001 / QH10 に続き、補足された。 第 11 回国会で 2002
年 11 月 26 日に採択された決議第 21/2003 / QH11 に従って、2004 年に第 4 回法令執行プ

ログラムについて採択された。本条令は植物品種に定められている。  
  
 
第 1 章 一般規定 
 
第 1 条：規制範囲 

本条例は、植物遺伝資源の管理及び保存の規則を規定している。研究、選抜、育種、評

価、現地調査、種苗検査、新品種のリリース、新品種の保護、母木、種子果樹園、品種園

と森林の選抜と認証、種子生産と関連事業; 種苗の品質管理等。 
 
第 2 条：適用 
本条例は、ベトナムの法人及び国民、ベトナムの領土内の植物品種分野に係る外国人及

び法人に適用される。 ベトナム社会主義共和国が署名した種苗条例と国際協定との間に相

違がある場合、国際協定が適用される。 
 
第 3 条：定義 
本条例では、以下の用語と単語を以下のように定義する。 
1. 品種は、形態学的に一定の経済的価値を有する植物群である。植物群は、所与の遺伝子

型に起因する特性の表現型によって定義することができ、次世代に継承することができ

る少なくとも 1 つの特性の表現型によって他の植物群と区別することができる。種子、

塊茎、果実、根、植物体、枝、葉、苗、節、芽、花、組織、細胞、胞子、菌糸、藻類及

び微小藻類を含む。 

2. 新品種は、育種又は輸入されたもので、区別性、均一性、安定性を有し、公知の生産お

【添付資料２】 種子規則（Seed Ordinance 15/2004/PL-UBTVQH11） 
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よび取引の品種リストには存在しないものである。 

3. 保護されるべき新品種は、保護証明書が付与された新品種である。 

4. 植物遺伝資源とは、植物新品種の繁殖に使用することができる遺伝情報を有する植物全

体又は植物の一部である。 

5. 評価とは、品種の区別性、均一性、品種の栽培及び利用価値の審査を行うために、一定

の条件と期間内で観察及び計測の試験をするプロセスである。 

6. 試験栽培とは、基本試験に合格した新品種を農家の圃場条件で一定の地域での生産を許

可し、新品種を増殖するプロセスである。 

7. 現地調査とは、当該品種又は他の植物種の純度を決定するために、畑、棚田又は庭園で

品種を確認するプロセスである。 

8. 種苗検査とは、試験所で種子サンプルの品質基準を調査するプロセスである。 

9. 他家受粉品種の種子とは、次の作期に安定した遺伝子で増殖するために使用出来る種子

である。 

10.育種家種子とは、育種家により選抜され育種された他家受粉品種の種子である。 

11.原原種とは、育種家種子から増殖した種子又は原原種の再純化ガイドラインに従って生

産された種子から生産された、原原種に必要な種子品質基準を有する種子である。 

12.原種とは、原原種から増殖し、原種に必要な種子品質基準を満たす種子である。 

13.保証種子とは、原種から増殖した種子であり、保証種子に必要な種子品質基準を満たす

種子である。 

14.原原種の再純化とは、選択された個体を特定の系統として増殖させ、原種に必要な品質

基準を満たす遺伝子純度を確保するプロセスである。 

15.母本とは、更なる増殖のために、自然林、種苗林又は種苗圃場から選択された優れた森

林のことである。 

16.工業用林木、多年生果樹、林業用林木のクローンであって、一品種の多数の個体の中か

ら他の個体よりも高収量で高品質で抵抗性の高い優秀な木は、栄養繁殖による増殖のた

め選抜され認定される。 

17.工業用林木、多年生果樹、林業用林木の栄養繁殖圃場とは、これらの植物を栄養繁殖に

よって最良のクローンから繁殖させ、その品種をさらに増殖させるための苗畑である。 

18.林業用林木の品種圃場は、選抜され公開された母樹から収穫された種子又は栄養繁殖苗

を植えた品種林である。 

19.品種林は、母樹の実生を植えた森林であるが、規定された方式に完全に従って植栽され

ていないものであるか、あるいは、選抜され認証された自然林または人工林から移植さ

れたものである。 

20.遺伝子組み換え品種とは、近代のバイオテクノロジーにより得られた DNAの新しい組み

合わせを有する品種である。 

21.主要作物品種とは、重要な種類で、経済的価値が高く、大量に生産され厳格に管理され

ている品種を指す。 

22.偽装種子とは、名称、起源及び等級がラベルに書かれているものと同じではないものを

いう。植物品種のラベルは、保護された他の品種のラベルと同じか類似しているので、

容易に間違いを引き起こすことがある。 

23.繁殖材料とは、植物、藻類、微藻類又は種子、塊茎、果実、根、植物体、枝、葉、苗、

接木節、枝、花、組織、細胞、胞子及び菌系といった植物の一部であって繁殖用に用い

ることができるもの。 

24.新品種の新規性は、品種がまだベトナムの領土内で 1年以上前に販売されていないこと

を意味する。又はその他の国において、登録申請書の提出日の前に、木本及びブドウの

場合は 6年、その他の植物の場合は 4年間である。 

25.二つ目の新品種保護証明書は、保護証明書が正当な理由で失われた場合に、新品種保護

証明書の権利者に与えられる二回目の証明書である。 

 
第 4 条：種苗分野の運用原則 
1. 開発戦略の策定と植物品種及び種子の開発計画は、国家の社会経済開発計画及び各地方

政府の計画と整合しなければならない。 

2. 植物育種家の権利とその権利の保有者は、国によって保護される。組織や個人の自主性、

平等、権利、法的便益は尊重される。 

3. 主要作物の品種の種子生産と種子事業は厳格に管理される。 

4. 品種の役割の社会への普及を強化すべきである。それはつまり、生産の発展のための良

質の種苗は、健康や環境や生態系の保全を可能にする。 

5. 植物品種の研究、選抜、育種、生産及び保全に科学的及び技術的進歩を適用する。最新

の技術と農家の経験を組み合わせること。 

6. 植物遺伝資源を適正に保存し利用すること。生物多様性を増進すること。共通の社会的

利益を確保するために、短期的及び長期的利益を勘案すること。 

 
第 5 条：種子産業の国家戦略 
1. 種子産業の発展は、国家戦略と開発計画に基づく工業化と近代化の方針に沿うものであ

ることを確保すること。 

2. 以下の活動への投資の優先順位をつける： 

a）植物新品種の研究、選抜、育種、及び育種家種子の維持： 

b）母樹、最良のクローン、植物品種林の保存： 

c）伝統的な遺伝資源の調査、収集及び保存。 

3. 高収量、高品質、病害抵抗性及び市場ニーズに不利な条件の品種を扱う農業、林業及び

水産業の分野で働く個人、組織を支援する。 

4. 種子に関する収集、遺伝子保存、研究、選抜、評価検査、試験、生産及び事業への投資
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よび取引の品種リストには存在しないものである。 

3. 保護されるべき新品種は、保護証明書が付与された新品種である。 

4. 植物遺伝資源とは、植物新品種の繁殖に使用することができる遺伝情報を有する植物全

体又は植物の一部である。 

5. 評価とは、品種の区別性、均一性、品種の栽培及び利用価値の審査を行うために、一定

の条件と期間内で観察及び計測の試験をするプロセスである。 

6. 試験栽培とは、基本試験に合格した新品種を農家の圃場条件で一定の地域での生産を許

可し、新品種を増殖するプロセスである。 

7. 現地調査とは、当該品種又は他の植物種の純度を決定するために、畑、棚田又は庭園で

品種を確認するプロセスである。 

8. 種苗検査とは、試験所で種子サンプルの品質基準を調査するプロセスである。 

9. 他家受粉品種の種子とは、次の作期に安定した遺伝子で増殖するために使用出来る種子

である。 

10.育種家種子とは、育種家により選抜され育種された他家受粉品種の種子である。 

11.原原種とは、育種家種子から増殖した種子又は原原種の再純化ガイドラインに従って生

産された種子から生産された、原原種に必要な種子品質基準を有する種子である。 

12.原種とは、原原種から増殖し、原種に必要な種子品質基準を満たす種子である。 

13.保証種子とは、原種から増殖した種子であり、保証種子に必要な種子品質基準を満たす

種子である。 

14.原原種の再純化とは、選択された個体を特定の系統として増殖させ、原種に必要な品質

基準を満たす遺伝子純度を確保するプロセスである。 

15.母本とは、更なる増殖のために、自然林、種苗林又は種苗圃場から選択された優れた森

林のことである。 

16.工業用林木、多年生果樹、林業用林木のクローンであって、一品種の多数の個体の中か

ら他の個体よりも高収量で高品質で抵抗性の高い優秀な木は、栄養繁殖による増殖のた

め選抜され認定される。 

17.工業用林木、多年生果樹、林業用林木の栄養繁殖圃場とは、これらの植物を栄養繁殖に

よって最良のクローンから繁殖させ、その品種をさらに増殖させるための苗畑である。 

18.林業用林木の品種圃場は、選抜され公開された母樹から収穫された種子又は栄養繁殖苗

を植えた品種林である。 

19.品種林は、母樹の実生を植えた森林であるが、規定された方式に完全に従って植栽され

ていないものであるか、あるいは、選抜され認証された自然林または人工林から移植さ

れたものである。 

20.遺伝子組み換え品種とは、近代のバイオテクノロジーにより得られた DNAの新しい組み

合わせを有する品種である。 

21.主要作物品種とは、重要な種類で、経済的価値が高く、大量に生産され厳格に管理され

ている品種を指す。 

22.偽装種子とは、名称、起源及び等級がラベルに書かれているものと同じではないものを

いう。植物品種のラベルは、保護された他の品種のラベルと同じか類似しているので、

容易に間違いを引き起こすことがある。 

23.繁殖材料とは、植物、藻類、微藻類又は種子、塊茎、果実、根、植物体、枝、葉、苗、

接木節、枝、花、組織、細胞、胞子及び菌系といった植物の一部であって繁殖用に用い

ることができるもの。 

24.新品種の新規性は、品種がまだベトナムの領土内で 1年以上前に販売されていないこと

を意味する。又はその他の国において、登録申請書の提出日の前に、木本及びブドウの

場合は 6年、その他の植物の場合は 4年間である。 

25.二つ目の新品種保護証明書は、保護証明書が正当な理由で失われた場合に、新品種保護

証明書の権利者に与えられる二回目の証明書である。 

 
第 4 条：種苗分野の運用原則 
1. 開発戦略の策定と植物品種及び種子の開発計画は、国家の社会経済開発計画及び各地方

政府の計画と整合しなければならない。 

2. 植物育種家の権利とその権利の保有者は、国によって保護される。組織や個人の自主性、

平等、権利、法的便益は尊重される。 

3. 主要作物の品種の種子生産と種子事業は厳格に管理される。 

4. 品種の役割の社会への普及を強化すべきである。それはつまり、生産の発展のための良

質の種苗は、健康や環境や生態系の保全を可能にする。 

5. 植物品種の研究、選抜、育種、生産及び保全に科学的及び技術的進歩を適用する。最新

の技術と農家の経験を組み合わせること。 

6. 植物遺伝資源を適正に保存し利用すること。生物多様性を増進すること。共通の社会的

利益を確保するために、短期的及び長期的利益を勘案すること。 

 
第 5 条：種子産業の国家戦略 
1. 種子産業の発展は、国家戦略と開発計画に基づく工業化と近代化の方針に沿うものであ

ることを確保すること。 

2. 以下の活動への投資の優先順位をつける： 

a）植物新品種の研究、選抜、育種、及び育種家種子の維持： 

b）母樹、最良のクローン、植物品種林の保存： 

c）伝統的な遺伝資源の調査、収集及び保存。 

3. 高収量、高品質、病害抵抗性及び市場ニーズに不利な条件の品種を扱う農業、林業及び

水産業の分野で働く個人、組織を支援する。 

4. 種子に関する収集、遺伝子保存、研究、選抜、評価検査、試験、生産及び事業への投資
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をする組織及び個人は奨励及び管理される。 

5. 種子産業に科学技術の進歩の移転を強化するために農業、林業、漁業の普及を奨励する。

研究の発展を生産により密接に結びつける。 

6. 原原種、原種、母樹、最良質のクローン、苗木圃場、苗木林などの増殖と保存のための

インフラと技術への投資を支援する。 

 

第 6 条：遺伝子組換え品種 

遺伝子組換え植物の研究、選抜、育種、試験、生産、取引、使用、国際流通、交換など

の活動は政府によって規制される。 

 

第 7 条：種子産業における地方政府の管理責任 

1. 種子産業の地方政府の管理は政府に属する。 

2. 農業農村開発省は国の農林品種の地方政府による管理の遂行の監督をする。水産省は国

の水産資源の地方政府による管理の実施の監督をする。 

3. 省及び省レベルの官庁は、その職務及び権限の範囲内で、種子産業の地方政府管理の実

施について農業農村開発省と水産省との間の連携を監督する。 

4. 人民委員会は、各県における種子産業に対する地方政府の管理機能の遂行を監督する。 

 

第 8 条：表彰 

1. 種子産業で成果をあげたり、種子産業に関係する違反を発見又は防止した組織及び個人

は、表彰に関する法律の規定に基づき表彰される。 

2. 新品種の選抜及び育種によって優れた成果をあげた組織及び個人は、国家によって表彰

される。 

 

第 9 条：次の行為は禁止される 

1. 偽の種子や低品質の種子の取引を行う。 

2. 生産及び取引が許可される品種リストに掲載されていない種子の増殖及び購入。 

3. 遺伝資源を破壊し又は盗み若しくは希少な遺伝資源を不法に輸出すること。  

4. 品種の生産地において病害虫の実験を行うこと。 

5. 種苗の研究、選抜、育種、評価、作物検査、試験、生産及び事業に関する法的行為を妨

害すること。 

6. 遺伝資源を輸入し、生産、公衆衛生、環境及び生態系に危害を与える植物品種を生産又

は取引すること。 

7. 種子品質基準又は植物品種に関する真実でない情報を流布又は宣伝すること。 

8. 植物育成者又は植物新品種証書の所有権者の権利及び法的利益を侵害すること。 

9. その他の行為は法律で規定される。 

第 2 章 植物遺伝資源の管理と保存 

 

第 10 条：植物遺伝資源の管理 

1. 植物遺伝資源は、国家によって管理される国有財産である。 

2. 国の保全地域における植物遺伝資源の利用及び使用は、農業農村開発省又は水産省の許

可を必要とする。 

3. 組織及び個人は、地方レベルでの植物遺伝資源の管理に貢献する責務を有する。 

 

第 11 条：植物遺伝資源の保存のための取組 

1. 各植物の種類ごとに特性に価値のある植物遺伝資源を調査及び収集する。 

2. 各種類ごとに特性に価値があることが明らかな遺伝資源は、長期かつ安全な保存を行わ

なければならない。 

3. 遺伝資源の生物学的形質とその価値を評価しなければならない。 

4. 植物遺伝資源のデータベースと情報システムを確立する。 

 

第 12 条：希少植物遺伝資源の収集と保存 

1. 地方での希少植物遺伝資源の収集、保存及び保管は、国によって予算措置され及び支援

される。 

2. すべての組織及び個人は、本条令及び関連する法律の規定に基づき、貴重な植物遺伝資

源を保存しなければならない。 

3. 農業農村開発省と水産省は、保存する必要のある貴重な植物遺伝資源のリストを定期的

に公表する。 

 

第 13 条：貴重な植物遺伝資源の交換 

1. 組織及び個人は、農業農村開発省及び水産省の規則に従って、新品種の研究、選抜、育

種、生産及び取引のために、貴重な植物遺伝資源を交換することが許可される。 

2. 貴重な植物遺伝資源の交換は、農業農村開発省又は水産省の承認が必要である。 

 

第 3 章 研究、選抜、育種、品種評価、新品種の公開：母樹、最良のクローン、

植物園、森林の選択と公表 

 

第 14 条：新品種の研究、選抜及び育種 

1. すべてのベトナムの組織及び個人は、国際機関及び個人と同様に、ベトナムの領域で新

品種を研究、選抜、育種する権利がある。新品種の研究、選抜及び育種は、本条令の規

定、科学技術に関する法律及びその他の関連法令に従わねばならない。 
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をする組織及び個人は奨励及び管理される。 

5. 種子産業に科学技術の進歩の移転を強化するために農業、林業、漁業の普及を奨励する。

研究の発展を生産により密接に結びつける。 

6. 原原種、原種、母樹、最良質のクローン、苗木圃場、苗木林などの増殖と保存のための

インフラと技術への投資を支援する。 

 

第 6 条：遺伝子組換え品種 

遺伝子組換え植物の研究、選抜、育種、試験、生産、取引、使用、国際流通、交換など

の活動は政府によって規制される。 

 

第 7 条：種子産業における地方政府の管理責任 

1. 種子産業の地方政府の管理は政府に属する。 

2. 農業農村開発省は国の農林品種の地方政府による管理の遂行の監督をする。水産省は国

の水産資源の地方政府による管理の実施の監督をする。 

3. 省及び省レベルの官庁は、その職務及び権限の範囲内で、種子産業の地方政府管理の実

施について農業農村開発省と水産省との間の連携を監督する。 

4. 人民委員会は、各県における種子産業に対する地方政府の管理機能の遂行を監督する。 

 

第 8 条：表彰 

1. 種子産業で成果をあげたり、種子産業に関係する違反を発見又は防止した組織及び個人

は、表彰に関する法律の規定に基づき表彰される。 

2. 新品種の選抜及び育種によって優れた成果をあげた組織及び個人は、国家によって表彰

される。 

 

第 9 条：次の行為は禁止される 

1. 偽の種子や低品質の種子の取引を行う。 

2. 生産及び取引が許可される品種リストに掲載されていない種子の増殖及び購入。 

3. 遺伝資源を破壊し又は盗み若しくは希少な遺伝資源を不法に輸出すること。  

4. 品種の生産地において病害虫の実験を行うこと。 

5. 種苗の研究、選抜、育種、評価、作物検査、試験、生産及び事業に関する法的行為を妨

害すること。 

6. 遺伝資源を輸入し、生産、公衆衛生、環境及び生態系に危害を与える植物品種を生産又

は取引すること。 

7. 種子品質基準又は植物品種に関する真実でない情報を流布又は宣伝すること。 

8. 植物育成者又は植物新品種証書の所有権者の権利及び法的利益を侵害すること。 

9. その他の行為は法律で規定される。 

第 2 章 植物遺伝資源の管理と保存 

 

第 10 条：植物遺伝資源の管理 

1. 植物遺伝資源は、国家によって管理される国有財産である。 

2. 国の保全地域における植物遺伝資源の利用及び使用は、農業農村開発省又は水産省の許

可を必要とする。 

3. 組織及び個人は、地方レベルでの植物遺伝資源の管理に貢献する責務を有する。 

 

第 11 条：植物遺伝資源の保存のための取組 

1. 各植物の種類ごとに特性に価値のある植物遺伝資源を調査及び収集する。 

2. 各種類ごとに特性に価値があることが明らかな遺伝資源は、長期かつ安全な保存を行わ

なければならない。 

3. 遺伝資源の生物学的形質とその価値を評価しなければならない。 

4. 植物遺伝資源のデータベースと情報システムを確立する。 

 

第 12 条：希少植物遺伝資源の収集と保存 

1. 地方での希少植物遺伝資源の収集、保存及び保管は、国によって予算措置され及び支援

される。 

2. すべての組織及び個人は、本条令及び関連する法律の規定に基づき、貴重な植物遺伝資

源を保存しなければならない。 

3. 農業農村開発省と水産省は、保存する必要のある貴重な植物遺伝資源のリストを定期的

に公表する。 

 

第 13 条：貴重な植物遺伝資源の交換 

1. 組織及び個人は、農業農村開発省及び水産省の規則に従って、新品種の研究、選抜、育

種、生産及び取引のために、貴重な植物遺伝資源を交換することが許可される。 

2. 貴重な植物遺伝資源の交換は、農業農村開発省又は水産省の承認が必要である。 

 

第 3 章 研究、選抜、育種、品種評価、新品種の公開：母樹、最良のクローン、

植物園、森林の選択と公表 

 

第 14 条：新品種の研究、選抜及び育種 

1. すべてのベトナムの組織及び個人は、国際機関及び個人と同様に、ベトナムの領域で新

品種を研究、選抜、育種する権利がある。新品種の研究、選抜及び育種は、本条令の規

定、科学技術に関する法律及びその他の関連法令に従わねばならない。 
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2. 農林水産物の収量、品質、競争力を向上させるために、各期間ごとの要件に合致した新

品種の研究、選抜、育種に関する科学技術的役割は、農業農村開発省及び水産省により

決定される。 

 

第 15 条：植物新品種の評価 

1. 生産及び取引が許可された植物品種リストに掲載されていない、選抜、育種、輸入され

た植物新品種は、リストに掲載する前に評価（審査）され、公開されなければならない。 

2. 植物新品種の評価の種類： 

a）ベトナムで選抜及び育成された主要作物のリストに属するすべての新品種は、生産及

び取引が許可される品種リストに掲載されていない海外からの輸入品種と同様に、国

家により評価されなければならない。 

b）その他の種類に属する品種は育成者によって評価され、育成者はその結果に責任を有

する。 

3. 評価内容には、以下が含まれる。 

a）区別性、均一性及び安定性の評価（DUS試験） 

b）栽培及び使用価値の評価（VCU試験） 

4. 国による評価のための指令及び手続は、以下のとおり実施する。 

a）植物新品種の評価を申請する組織及び個人は、農業農村開発省又は水産省が定めた審

査機関に評価のための書類を提出する必要がある。当該書類には、評価のための申請

書式、品種の名称、原産地、量、品種の経済的技術的指数、品種の技術的説明などの

植物品種に関する資料を含む 

b）植物新品種の評価を申請する組織及び個人は、本条令第 16 条第 1 項に規定される評

価機関と契約しなければならない 

5. 育成者が評価を実施する場合は、農業農村開発省の技術指針に従って試験を実施するか、

育成者が本条令第 16条第 1項の評価機関と契約する。 

6. 植物新品種の所有者である組織や個人は、審査料を支払わなければならない。 

7. 農業農村開発省と水産省は主要な種類のリスト、生産及び取引のための植物品種のリス

トを公表する。 

 

第 16 条：植物新品種審査機関 

以下の条件を満たした場合、農業農村開発省及び水産省により植物新品種審査機関とし

て認定される。 

a）植物品種の評価に関する活動を行うための登録があること 

b）植物の種類別の審査及び生育・生長要件に適する場所及び環境保護法の規定に従いか

つ水生植物の植物保護と検疫に関する法律に従って審査出来る場所を有すること 

c）植物の種類ごとに評価要件を審査するための十分な設備があること 

d）当該植物の種類について、DUS 試験のものさし品種として使用する十分な標準品種を

有すること 

e）当該植物品種を評価するための手順について研修を受けた技術スタッフを有する又は

雇用していること 

2. 植物新品種審査機関は農業農村開発省又は水産省によって公表された植物の種類ごと

の試験ガイドラインに従って試験を実施する。さらに、彼らは試験結果に責任を有する。 

 

第 17 条：植物新品種の名称 

1. 各品種は 1つの適格な名称で命名される。その名称が承認されると、その品種を扱うす

べての活動で使用する公式な唯一の名称になる。 

2. 品種の名称は、同じ種類の他の品種の名称と容易に区別されなければならない。 

3. 品種名称をつける際、次の方法は受け入れられない。 

a）数字だけを使用する 

b）社会的道徳に違反する 

c）植物品種の特徴及び特性に関して誤解を容易に引き起こす 

d）当該品種からの生産物又は収穫物を保護している商標と同一又は類似していること 

 

第 18 条：新しい植物品種の公開 

1. 農業・林業分野で使用する新品種は、以下の要件を満たす場合に公開される。 

a）植物新品種審査当局から出された試験報告書がある。 

b）試験が実施された県の農業農村開発部により承認された試験生産報告書がある。 

c）品種は、本条令第 17条に定める名称によって特定されるものとする。 

d）試験及び試作結果は、農業農村開発大臣が設置した専門科学委員会により審査及び承

認される。 

2. 水生植物の品種は、次の条件を満たす場合に公開される： 

a）植物新品種審査室の試験結果がある。 

b）名称が本条令の第 17条に従って受理可能である。 

c）試験及び試作の結果が、水産大臣が定める特別科学審議会により審査され、公表され

る。 

3. 特別科学審議会の提案に基づき、品種を世間に公開する品種公表の決定は、農業農村開

発大臣又は水産大臣の承認を受けるものとする。例外的に、試験結果でその品種が優れ

ていることが示された場合、生産性の試作を行わずに新品種を公表することができる。 

4. 公開された新しい植物の品種は、生産及び取引が許可されている植物の品種リストに記

入される。 
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2. 農林水産物の収量、品質、競争力を向上させるために、各期間ごとの要件に合致した新

品種の研究、選抜、育種に関する科学技術的役割は、農業農村開発省及び水産省により

決定される。 

 

第 15 条：植物新品種の評価 

1. 生産及び取引が許可された植物品種リストに掲載されていない、選抜、育種、輸入され

た植物新品種は、リストに掲載する前に評価（審査）され、公開されなければならない。 

2. 植物新品種の評価の種類： 

a）ベトナムで選抜及び育成された主要作物のリストに属するすべての新品種は、生産及

び取引が許可される品種リストに掲載されていない海外からの輸入品種と同様に、国

家により評価されなければならない。 

b）その他の種類に属する品種は育成者によって評価され、育成者はその結果に責任を有

する。 

3. 評価内容には、以下が含まれる。 

a）区別性、均一性及び安定性の評価（DUS試験） 

b）栽培及び使用価値の評価（VCU試験） 

4. 国による評価のための指令及び手続は、以下のとおり実施する。 

a）植物新品種の評価を申請する組織及び個人は、農業農村開発省又は水産省が定めた審

査機関に評価のための書類を提出する必要がある。当該書類には、評価のための申請

書式、品種の名称、原産地、量、品種の経済的技術的指数、品種の技術的説明などの

植物品種に関する資料を含む 

b）植物新品種の評価を申請する組織及び個人は、本条令第 16 条第 1 項に規定される評

価機関と契約しなければならない 

5. 育成者が評価を実施する場合は、農業農村開発省の技術指針に従って試験を実施するか、

育成者が本条令第 16条第 1項の評価機関と契約する。 

6. 植物新品種の所有者である組織や個人は、審査料を支払わなければならない。 

7. 農業農村開発省と水産省は主要な種類のリスト、生産及び取引のための植物品種のリス

トを公表する。 

 

第 16 条：植物新品種審査機関 

以下の条件を満たした場合、農業農村開発省及び水産省により植物新品種審査機関とし

て認定される。 

a）植物品種の評価に関する活動を行うための登録があること 

b）植物の種類別の審査及び生育・生長要件に適する場所及び環境保護法の規定に従いか

つ水生植物の植物保護と検疫に関する法律に従って審査出来る場所を有すること 

c）植物の種類ごとに評価要件を審査するための十分な設備があること 

d）当該植物の種類について、DUS 試験のものさし品種として使用する十分な標準品種を

有すること 

e）当該植物品種を評価するための手順について研修を受けた技術スタッフを有する又は

雇用していること 

2. 植物新品種審査機関は農業農村開発省又は水産省によって公表された植物の種類ごと

の試験ガイドラインに従って試験を実施する。さらに、彼らは試験結果に責任を有する。 

 

第 17 条：植物新品種の名称 

1. 各品種は 1つの適格な名称で命名される。その名称が承認されると、その品種を扱うす

べての活動で使用する公式な唯一の名称になる。 

2. 品種の名称は、同じ種類の他の品種の名称と容易に区別されなければならない。 

3. 品種名称をつける際、次の方法は受け入れられない。 

a）数字だけを使用する 

b）社会的道徳に違反する 

c）植物品種の特徴及び特性に関して誤解を容易に引き起こす 

d）当該品種からの生産物又は収穫物を保護している商標と同一又は類似していること 

 

第 18 条：新しい植物品種の公開 

1. 農業・林業分野で使用する新品種は、以下の要件を満たす場合に公開される。 

a）植物新品種審査当局から出された試験報告書がある。 

b）試験が実施された県の農業農村開発部により承認された試験生産報告書がある。 

c）品種は、本条令第 17条に定める名称によって特定されるものとする。 

d）試験及び試作結果は、農業農村開発大臣が設置した専門科学委員会により審査及び承

認される。 

2. 水生植物の品種は、次の条件を満たす場合に公開される： 

a）植物新品種審査室の試験結果がある。 

b）名称が本条令の第 17条に従って受理可能である。 

c）試験及び試作の結果が、水産大臣が定める特別科学審議会により審査され、公表され

る。 

3. 特別科学審議会の提案に基づき、品種を世間に公開する品種公表の決定は、農業農村開

発大臣又は水産大臣の承認を受けるものとする。例外的に、試験結果でその品種が優れ

ていることが示された場合、生産性の試作を行わずに新品種を公表することができる。 

4. 公開された新しい植物の品種は、生産及び取引が許可されている植物の品種リストに記

入される。 
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第 19 条：母樹、最良のクローン、品種園及び品種林の選抜及び公開 

1. 母樹、最良のクローン、品種園、品種林の公開は、選抜によって実施される。 

2. 品種林の選抜と公開は農業農村開発省が実施される。 

3. 母樹、最良のクローン及び品種林の選抜を実施し公開するとともに、母樹、最良のクロ

ーン、品種林及び品種園の調査、評価、適切な使用及び利用について説明するのは県の

農業農村開発部である。 

4. 母樹、最良のクローン品種林の選抜のための登録を行う団体及び個人は、料金に関する

規定に従って料金を支払わなければならない。 

 

第 4 章 植物新品種保護 

 

第 20 条：植物新品種の保護の原則 

1. 植物新品種保護証明書を付与することにより、権利保持者及び植物新品種の権利は国に

よって保護される。 

2. 植物新品種の保護のための管理は農業農村開発省が行う。 

3. 植物新品種の保護は、本条令の規制、知的財産に関する法律及びその他の関連する法律

に基づいて行わなければならない。 

 

第 21 条：植物新品種の保護の条件は以下の通りである。 

1. 品種は、農業農村開発省によって公布された保護種類リストの 1つの種類に属している

こと。 

2. 区別性があり均一で安定していること。 

3. 取引上の新規性があること。 

4. 名称が本条令第 17条に準拠していること。 

 

第 22 条：保護証書の交付を求める権利を有する者は以下の通りである。 

1. 国の予算又はその他の財源を使用して植物新品種を選抜し及び育成した法人。 

2. 自己の努力と資金又は他の財源によって植物新品種を選抜及び育成した個人。 

3. 契約書に特段の合意がない場合は、法人や個人を雇用し、植物新品種を選抜及び育成さ

せた者。 

4. 保護のための書類を同日に提出した法人や個人が多数いる場合には、最初に品種を選抜

及び育成した法人または個人。どの法人や個人が最初の者であるかを特定することが不

可能な場合は、話合いの上、どちらが書類を出すかで合意することが出来る。同時に又

はいずれか一方が文書を提出してもよい。彼らが合意を得られない場合、植物新品種保

護室(PVPO)は申請を拒絶することができる。 

5. 全く同じ品種の植物新品種保護証書を提出する団体や個人が多数いる場合には、最初に

書類を提出した法人又は個人。 

 

第 23 条：植物新品種保護証書を申請するための書類 

1. 植物新品種保護証書を申請するための書類は、PVPOに直接提出するか、又は代理人であ

る法人又は個人に提出することも認められている。 

2. 植物新品種保護証書を申請するための書類には、以下を含む： 

a）植物新品種保護証書の申請書。 

b）所定の書式に従って品種の特性を記述した書類及び写真。書類はベトナム語で書かれ

ていなければならない。外国の法人や個人については、ベトナム語と英語の書類を一

緒に提出しなければならない。 

3. 提出日及び申請番号は、本条第 2項の規定に適合している場合には、PVPOによって証明

される。 

 

第 24 条：植物新品種保護証書の付与のための指令と手続 

1. 植物新品種保護証書のための書面審査と品種審査は、本条例第 25条及び第 26条に規定

する規則に従い、PVPOが実施し、その後、農業農村開発大臣が証書を付与する。 

2. 保護証書の交付は、本条例第 21 条、第 22 条、第 23 条、第 25 条、第 26 条のすべての

条件を満たしている場合に農業農村開発大臣が決定する。農業農村開発省は、植物新品

種保護証書の所有者の申請に応じて、植物新品種保護証書を再交付することを検討し決

定する。 

 

第 25 条：植物新品種保護証書のための書類審査 

1. 植物新品種保護証書の提出日から 15 日以内に、PVPO はその書類の有効性を判断しなけ

ればならない。書類が有効でない場合、当局は申請者に通知しなければならない。その

通知を受けた日から 30 日以内に、申請者は規則に従って書類を完成しなければならな

い。書類がまだ有効でない場合、PVPOはそれを受理しない。 

有効な書類の提出日は、PVPOがその書類を受理した日である。 

2. 書類は申請者が提出した日から 90 日以内に、PVPO によって審査される。書類審査には

以下が含まれる： 

a）申請者の正当性を判断する。 

b）本条例第 21 条第 1 項に規定されている保護植物種のリストに植物新品種が含まれて

いるか。 

c）ベトナム社会主義共和国が締結し又は加盟した国際協定に対する品種の適合性を決定

すること。 

d）国家によって定められた機密の分野における法律の規定に適合するか審査すること。 

e）植物品種の新規性を判定すること。 
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第 19 条：母樹、最良のクローン、品種圃場及び品種林の選抜及び公開 

1. 母樹、最良のクローン、品種圃場、品種林の公開は、選抜によって実施される。 

2. 品種林の選抜と公開は農業農村開発省が実施される。 

3. 母樹、最良のクローン及び品種林の選抜を実施し公開するとともに、母樹、最良のクロ

ーン、品種林及び品種園の調査、評価、適切な使用及び利用について説明するのは県の

農業農村開発部である。 

4. 母樹、最良のクローン品種林の選抜のための登録を行う団体及び個人は、料金に関する

規定に従って料金を支払わなければならない。 

 

第 4 章 植物新品種保護 

 

第 20 条：植物新品種の保護の原則 

1. 植物新品種保護証明書を付与することにより、権利保持者及び植物新品種の権利は国に

よって保護される。 

2. 植物新品種の保護のための管理は農業農村開発省が行う。 

3. 植物新品種の保護は、本条令の規制、知的財産に関する法律及びその他の関連する法律

に基づいて行わなければならない。 

 

第 21 条：植物新品種の保護の条件は以下の通りである。 

1. 品種は、農業農村開発省によって公布された保護種類リストの 1つの種類に属している

こと。 

2. 区別性があり均一で安定していること。 

3. 取引上の新規性があること。 

4. 名称が本条令第 17条に準拠していること。 

 

第 22 条：保護証書の交付を求める権利を有する者は以下の通りである。 

1. 国の予算又はその他の財源を使用して植物新品種を選抜し及び育成した法人。 

2. 自己の努力と資金又は他の財源によって植物新品種を選抜及び育成した個人。 

3. 契約書に特段の合意がない場合は、法人や個人を雇用し、植物新品種を選抜及び育成さ

せた者。 

4. 保護のための書類を同日に提出した法人や個人が多数いる場合には、最初に品種を選抜

及び育成した法人または個人。どの法人や個人が最初の者であるかを特定することが不

可能な場合は、話合いの上、どちらが書類を出すかで合意することが出来る。同時に又

はいずれか一方が文書を提出してもよい。彼らが合意を得られない場合、植物新品種保

護室(PVPO)は申請を拒絶することができる。 

5. 全く同じ品種の植物新品種保護証書を提出する団体や個人が多数いる場合には、最初に

書類を提出した法人又は個人。 

 

第 23 条：植物新品種保護証書を申請するための書類 

1. 植物新品種保護証書を申請するための書類は、PVPOに直接提出するか、又は代理人であ

る法人又は個人に提出することも認められている。 

2. 植物新品種保護証書を申請するための書類には、以下を含む： 

a）植物新品種保護証書の申請書。 

b）所定の書式に従って品種の特性を記述した書類及び写真。書類はベトナム語で書かれ

ていなければならない。外国の法人や個人については、ベトナム語と英語の書類を一

緒に提出しなければならない。 

3. 提出日及び申請番号は、本条第 2項の規定に適合している場合には、PVPOによって証明

される。 

 

第 24 条：植物新品種保護証書の付与のための指令と手続 

1. 植物新品種保護証書のための書面審査と品種審査は、本条例第 25条及び第 26条に規定

する規則に従い、PVPOが実施し、その後、農業農村開発大臣が証書を付与する。 

2. 保護証書の交付は、本条例第 21 条、第 22 条、第 23 条、第 25 条、第 26 条のすべての

条件を満たしている場合に農業農村開発大臣が決定する。農業農村開発省は、植物新品

種保護証書の所有者の申請に応じて、植物新品種保護証書を再交付することを検討し決

定する。 

 

第 25 条：植物新品種保護証書のための書類審査 

1. 植物新品種保護証書の提出日から 15 日以内に、PVPO はその書類の有効性を判断しなけ

ればならない。書類が有効でない場合、当局は申請者に通知しなければならない。その

通知を受けた日から 30 日以内に、申請者は規則に従って書類を完成しなければならな

い。書類がまだ有効でない場合、PVPOはそれを受理しない。 

有効な書類の提出日は、PVPOがその書類を受理した日である。 

2. 書類は申請者が提出した日から 90 日以内に、PVPO によって審査される。書類審査には

以下が含まれる： 

a）申請者の正当性を判断する。 

b）本条例第 21 条第 1 項に規定されている保護植物種のリストに植物新品種が含まれて

いるか。 

c）ベトナム社会主義共和国が締結し又は加盟した国際協定に対する品種の適合性を決定

すること。 

d）国家によって定められた機密の分野における法律の規定に適合するか審査すること。 

e）植物品種の新規性を判定すること。 
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f）本条例第 17条の規定に従って品種の名称を決定すること。 

3. 植物新品種保護室は、審査の過程で申請者に修正を求めることができる。PVPOから要求

されたとおりに修正が行われない場合その書類は拒絶される。 

4. 有効な書類は、公報に掲載されるとともに、種苗を本条例第 26 条に規定される植物新

品種審査当局に送るように申請者に通知される。 

 

第 26 条：保護証書を付与するための新品種の試験と審査 

1. 申請者は PVPOの通知を受けた日から 15日以内に種苗を試験機関に提出しなければなら

ない。 

2. DUS 試験は、農業農村開発省が公表した種類別のテストガイドラインに基づき、試験機

関が実施する。  

3. DUSテスト試験機関から提出された DUSテスト報告書は、PVPOにより審査される。 

4. DUS試験結果の審査を終えた後、PVPOは以下を行う： 

a）植物新品種保護証書を付与する意向を公報に 3回連続して公表する。 

b）農業農村開発大臣に対し、書面による異議が出されないときには、公報に３回目の植物

新品種保護証書を付与する意向を公表した日から 30 日以内に植物新品種保護証書を付

与するよう助言し手続きを完了させる。異議がある時は、異議申立を受理した日から 30

日以内に、PVPOはそれらを考慮した上で結論を出さなければならない。 

c）保護証書を付与するための十分な根拠がない場合、PVPOはこれを公報誌に 3回公表し、

理由を申請者に通知する。 

5. 本条第 4項第 b項及び第 c項に記載された通知を受けた日から 30日以内に、申請者は、

農業農村開発大臣に対し、植物新品種保護証書が付与されていない旨の書面による異議

申立をすることができる。 

6. 保護証書を受理した品種は、農業農村開発大臣の決定後、PVPOの公報誌に掲載される。 

 

第 27 条：植物新品種保護証書の所有者の権利の範囲 

1. 保護された品種の種苗、又は保護された品種から得られた収穫物の、以下の行為におけ

る使用を許可又は禁止する。 

a）品種の増殖 

b）品種の調整 

c）販売の申し出 

d）販売又はその他の形態での交換 

e）輸出 

f）輸入 

g）本項の a、b、c、d及び eに記載された行為を実施するための保管 

2. 保護証書所有者の権利を侵害する行為は、当局により処罰される。 

3. 本条第 1号、第 2号に規定する証書保持者の権利の他に、保護証書所有権者は、以下の

場合にも利益を受ける権利を有する。 

a）権利所有者が他の保護されている品種を使用して自分の品種を育成していない場合、

品種保護証書所有者の品種を第三者が使用して品種が育成された場合、その品種は保

護される。 

b）品種保護証書所有者の品種とは明確に区別されない品種が第三者により育成された場合。 

c）第三者が権利証書所有者の育成した保護された種苗を繰り返し使用してある品種を育

成したような場合、最初の権利所有者はその権利を行使出来る。 

d）新品種保護証書所有者の保護品種の種苗を使用して、その品種が保護を受けていない

国で商業目的で品種を生産する場合。 

4. 植物新品種を利用するか、そのような権利を他の組織や個人に、自らの契約によって移

転する場合も利益を享受出来る。新品種の譲渡移転契約は書面で行われ、PVPOに登録さ

れなければならない。 

5. 権利所有者が育成者である場合には、法律の規定に従って植物新品種保護証書の権利者

を継承し、譲渡出来る。権利保有者が育種者でない場合は、植物新品種保護証書の権利

者を移転すること。 

 

第 28 条：植物新品種保護証書の権利者の制限 

1. 植物新品種保護証書所有者は、当該品種が生産とビジネスへの使用に関する国のリスト

に掲載されている場合のみ、商業目的での使用権を行使できる。 

2. 国又は公共の利益のために、農業農村開発大臣は、保護されている新品種に強制ライセ

ンスを与え、その品種の生産とビジネスへの使用に関する国のリストにまだ掲載されて

いなければ、掲載するようにする。権利の移転により新品種の利用の権利を受け取った

団体や個人は、契約に従い、植物新品種保護権者に利用手数料を支払う必要がある。 

 

第 29 条：植物新品種権利所有者に支払わない場合 

1. 保護された品種を使用している組織や個人は、以下の場合に新品種の権利所有者に料金

を支払う必要はない。 

a）科学研究目的のための育種 

b）商業目的でなく個人的な目的で使用する 

c）新品種保護証書所有者によって市場で販売されている種子又は種苗 

2. 保護された品種の種苗を使用している家庭及び個人が、自分の土地や池などに次の季節

にその品種を育てるために品種を自ら増殖する場合。 

 

第 30 条：植物新品種保護証書所有者の義務 

1. 保護された品種の種苗を維持し、品種保護室の要求に応じてそれらの種苗を直接提供す
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