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Frasers のウェブサイトをアップデートいたしました 
Frasers 法律事務所のウェブサイト（www.frasersvn.com）をアップグレードいたしました。これを通じ、

弊事務所に関連する情報や、ベトナムでのビジネスに役に立つ法律情報へのより良いアクセス方法をお客

様に提供することが可能になりました。 

ウェブサイトはベトナム語、英語及び日本語の三ヶ国語で表示します。 

このアップグレードされたウェブサイトで、弊事務所のリーガルアップデートやニュースレター、シニア

弁護士のプロファイル、弊事務所の実務経験（我々の法実務のみならず、顧客の経営分野まで）が、容易

に検索できるようになりました。 

また、新しいウェブサイトでは、企業の社会的責任として、弊事務所が事業活動を進めている現地社会に

対する詳細なコミットメント（弊事務所が実施してきたチャリティ活動に関するレポート）や、信頼でき

る独立したベトナムの法律事務所を紹介するガイドブックであるAsia Pacific Legal 500 及び AsiaLawか

ら授賞されたアワード、そして弊事務所の採用情報を掲載しています。 

弊事務所の新しいウェブサイト（www.frasersvn.com）に関する御意見をお待ちしています。御意見やコメ

ントは、feedback@frasersvn.comへ送付していただければ幸いです。 

Frasers 法律事務所のニュースレター2013年2号へようこそ。今号のニュースレターでは、ベトナムの法

律進展に関する以下の重要な情報をご提供致します。 

 出版報道業者以外の企業による出版物の発行に関する法律規定の概要について 

 迷惑メールを防止する新規制の概要について 

 労働者派遣企業の労働者管理事業をサポートするベトナム労働法令に関する新規定について 

 偽品製造への行政処分に関する新規定について 

 建築物の品質管理に関する新規定について 

弊事務所のニュースレターは皆様に関連性の高い情報を提供しております。これらの情報に関する皆様

の御意見、ご感想は newsletter@frasersvn.com という電子メールアドレスまでご送付していただけれ

ば、幸いです。 

また、このニュースレターは法制度に関する有益な情報を提供する目的で作成しており、正式な法律助

言は含まれておりません。このニュースレターに関する更なる情報をお求めの場合は

legalenquiries@frasersvn.comまでご連絡ください。 
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新出版法 

2012年11月20日に国会第13会期第4会議では出版法19/2012/QH13号（新出版法）が可決された。同法は

2013年7月1日より施行される。新出版法は、2004年12月3日に国会に可決され、2008年6月3日に国会に可

決された法律12/2008/QH12号（現行出版法）によって改正された法律30/2004/QH11号を代替するものであ

る。 

用語の定義 

全体的には、現行の出版法に比べ、新出版法の変更事項は多くない。「出版」、「印刷」及び「出版物」

を定義する他、新出版法は、以下の出版物の形態を列挙した形で出版物と新聞など他の印刷物との明確な

区別を定めた。 

(a) 印刷書籍 

(b) 点字で印刷された書籍 

(c) 絵、写真、地図、ポスター、チラシ 

(d) 各種のカレンダー及び 

(e) 書籍を代替し、又は書籍をイラストする録音物、録画物 

現在、出版新聞事業に従事しない多く企業は、ニュースレターや雑誌などの定期的な企業内部印刷物を

持っており、これらの印刷物の発行は出版法ではなく、新聞法及びその施行細則で扱われると思われる。 

10年前、文化情報省は、ベトナムにおける外国機関組織、外資系法人によるニュースレター・資料・チラ

シの出版、プレスリリースの発行、電子画面における情報の掲載、報道に関する規制を決定28/2002/QĐ-

BVHTT号（決定28号）をもって公布した。 

決定28号では、「ニュースレター」とは、サイズ、頁数、表示形式、内容及び表示方法に関する規定に従

い、ベトナムにおける外国機関組織、外国法人の内部活動や業務紹介、研究応用の結果、セミナー会議、 
協力関係などの情報を通知する、定期的に出版されるものであるとした。 

決定28号によれば、関係法人は以前の文化情報省、現在の情報通信省（情報通信省）からニュースレター

出版の許可を交付されなければならなかったが、印刷されず、電子メールで送信される電子ニュースレ

ターは同決定の適用対象になるかを明記しなかった。我々は情報通信省に対してこの問題を確認したとこ

ろ、外国法人はその印刷しないニュースレターに関して、許可を得る必要がないと回答をうけた。 

非営利資料の出版について 

出版新聞事業に従事しない企業によって印刷される説明資料、マニュアルなどの販売目的ではない出版物

は、新出版法の適用対象である。新出版法では、非営利資料とは、販売目的に使われない出版物であると

定義し、法人が出版社を通らない非営利書籍を出版するために出版許可を得なければならないことを規定

した。非営利資料の出版許可を発行する権限については、情報通信省が外国組織法人及び中央機関組織に

対して、省級人民委員会はその他の場合に対して与えることとした。また、出版物に記載すべき情報や管

理目的上の出版物の提出、ベトナム国家図書館への出版物の提出に関する義務も規定した。 
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非営利資料の輸入について 

現行出版法に比べ、新出版法は非営利の出版物の輸入許可の発行を改めて規定した。ただし、新出版法

は、非営利出版物の輸入許可を申請する必要のない以下の場合も定めた。 

(a) ベトナム当局にベトナムでの開催を許可された国際セミナー会議のための資料 

(b) 機関組織、家庭個人の財産で私用目的で使われる出版物 

(c) 入国者が個人使用の目的で手荷物として持参する出版物 

(d) 法令に定める免税額を超えない価値を持って、輸送又はその他の伝送サービスを通じて機関、組

織、個人に贈与した出版物 

迷惑メールに関する新規定 

2012年10月5日に政府は、電子デバイスによる広告情報又は迷惑メールの送信を制限するために、迷惑

メールを防止する政令90/2008/NĐ-CP号（政令90号）を代替する政令77/2012/NĐ-CP号（政令77号）を公

布した。 

政令90号では 

(a) 広告電子メールとは、営業活動・社会活動を行う組織個人や商品、営利目的及び非営利サービスを

含むサービスを消費者へ紹介する電子メール（eメール）である。 

(b) 迷惑メールとは受信を希望しない又は法律上の受信責任を負わない受信者へ送信される電子メール

やメッセージである。迷惑メールには 2 種類あり、ア．詐欺や迷惑をし、又はコンピュータウイル

スや有害ソフトを発散させ、或いは社会価値や国家安全を保護する情報技術法上の禁止規定に反し

た電子メール又は電子メッセージ、及び、イ．政令 90 号に定める電子メールや広告メッセージの

送信規則に反する電子メールや広告メッセージである。 

政令 77 号の注目すべき事項は以下の通りである。 

(a) 禁止規定の拡大、すなわち、①電子アドレスの所有者による同意を得ずに電子アドレスを交換した

り、売買したりすること、②ユーザのリクエストに応じないメッセージによるコンテンツサービス

を提供すること、③電子メールや電子メッセージを送信する際、自己の電子名称や電子アドレスを

隠したり、又はその他の組織、個人の電子名称やアドレスを偽造したりすること、④サービス利用

者に通知せずにサービス料金を収納することである。 

(b) 広告の電子メール、電子メッセージの送信規則に関する新規定は以下のことを定める。 

(i) 広告の電子メール、電子メッセージは受信者による明確な事前承諾を得た場合に限って送信

することができる。また、このような広告送信は、受信者から受信拒否の要求を受けた場

合、直ちに停止しなければならない。（政令 77 号は、「受信者による明確な事前承諾」を明

確に規定しなかった。しかし、我々と当局との討論結果によれば、この承諾はウェブサイト

における「同意」にクリックし、又はサインアップフォームに記載することで承諾とするこ

とができる。  

(ii) 24 時間以内に同一の電子メール又は電話番号に対して、同一の広告内容を記載する電子メー
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ル又は電子メッセージは 1件以上を送信してはならない。また、広告メッセージは、受信者

との別途合意がある場合を除き、7時から 22 時の間にしか送信できない。 

(iii) 広告の電子メール、電子メッセージは、情報通信省の規定に従う電子アドレス及びシステム

のみから送信することができ、また、当該広告内容を同時に情報通信省の技術システムへ送

信しなければならない。 

(c) 拒否機能に関する規定を補足した。拒否機能に関する情報は、広告メッセージに、広告メッセージ

の受信拒否に関するガイドラインを含まなければならない。広告業者又は広告サービスプロバイダ

は、拒否リクエストを受けたとき、直ちに拒否リクエストを受信したという確認メールを送信し、

当該受信者への広告メッセージの送信を停止しなければならない。 

(d) 政令77号は犯則罰金を増加しないが、迷惑メール防止に関する違反行為を拡大し、違反行為によっ

て得られる金銭の没収、指名の回収などの処分措置を追加して規定した。 

政令 77 号は 2013 年 1 月 1 日より施行される。 

労働者派遣事業 

労働法の も重要な変更は、ベトナム法律が「労働者派遣」の概念をはじめて認めたということである。この

概念は、派遣元から一時的に派遣される労働者を、常に利用している諸外国の派遣先企業にとって珍しいこと

ではない。企業にとっては、派遣社員の利用によって①短期労働力の需要に対応すること、②専 専門技術者

を確保することが可能になる。派遣先は、派遣社員との労使関係を設立する必要がないので、労働使用者の法

律上の責任及び義務に拘束されない。さらに、この形態による労働費用も削減される。  

ここで、労働者派遣に関する詳細な概念を説明し、ベトナムにおける派遣労働者を利用する派遣先の企業に対

する需要なポイントをあげる。  

労働傷兵社会省の報告によれば、労働者派遣という方法は既に50年前から英米及びヨーロッパ諸国において使

われてきた。日本は1985年、韓国は1998年、中国は2007年からこの方法を活用していた。 

ベトナムでは、労働者派遣はそれに関する法律が制定される前に既に活用されており、同省によれば、

法律規定がないにもかかわらず、2010年から南部地方における派遣元会社が約200社以上、派遣先会社が

約300社が存在していた。ただし、法律が制定されなかったために派遣に関する労使関係及び派遣関係者

間の権利義務は、統一されず、不明確であった。 

新労働法は、労働者派遣の概念に関する正式な定義を規定した。すなわち、労働者派遣とは、労働（派

遣される労働者）が労働者派遣業務を許可される会社（派遣元）に雇用され、他の労働使用者（派遣先 
1）の業務に従事し、その管理を受ける。ただし、派遣労働者と派遣元会社との労働関係は派遣期間中に

維持されるが、派遣労働者と派遣先との間に労働関係が全く成立しない。つまり、派遣元会社は、派遣

期間中は派遣労働者と引き続き「雇用者」としての義務を負う（また、派遣労働者は引き続き、派遣元

会社の被雇用者としての義務を負う）。  

近、労働者派遣に関する政令草案（草案）が作成された。同草案によれば、以下の企業は労働者の派

遣を受けることができない。 

 労働紛争が発生しており、ストライキが解決されていない企業 

 ストライキ権を実施する期間中の労働者を代替する派遣労働者を受ける企業 

1 ときに、労働使用会社又は派遣先会社といわれる。  
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代替するために派遣労働者を受ける企業 

 労働傷兵社会省及び保健省が発行したリストに記載した生活条件の厳しい地域での作業をするため

に派遣労働者を受ける企業。ただし、派遣労働者が当該地域で3年以上生活する場合はその限りで

はない。 

草案は、また労働者派遣を受ける可能な仕事のリストを定めた。それは、通訳、秘書、総務アシスタン

ト、受付、観光ガイド、販売アシスタント、プロジェクト・アシスタント、IT事務、会計、電気電子、専

門看護・掃除者、教育、経営、マーケティング、守衛とした。 

労働者派遣契約 

派遣元会社及び派遣先会社は書面で以下の主要な条項を含む派遣契約を締結しなければならない。 

 派遣労働者を必要とする職場、ポジション、業務内容、派遣労働者への具体的な要求 

 派遣期間（12ヶ月を超えてはならない）、派遣労働者の勤務開始時間 

 勤務時間、休憩時間、労働安全衛生の条件 

 派遣労働者に対する当事者の義務 

労働者派遣契約は、派遣労働者に関する権利利益について派遣先とその労働者間の労働契約に比べてよ

り低いレベルで合意してはならない。 

派遣元会社 

新労働法によれば、派遣事業はその許可を受けた会社のみが認められる。すなわち、派遣事業がその許

可された経営業務に明確に記載された会社のみが認められる。派遣元会社の権利及び義務は新労働

法第56条に以下のように規定される。すなわち、 

(a) 新労働法に従って派遣労働者と労働契約を締結する。 

(b) 派遣労働者の履歴書及び派遣労働者の具体的な要求を派遣先に通知する。 

(c) 派遣労働者に対して雇用者としての義務を履行する。賃金、休暇、休日の給料、業務停止の給料、

退職手当の支払、社会保険料・医療保険料、失業保険料の納付 

(d) 同様のレベル、同様の業務又は同様の価値のある業務に従事する派遣先の労働者の賃金より低くな

い賃金を派遣労働者に支払う。  

(e) 就業規則に違反した理由で、派遣先に返却された派遣労働者に対して懲戒処分をする（以下の情報

も参照のこと）。 

派遣先会社 

派遣先会社の権利義務は、新労働法第57条に以下のように規定された。 

(a) 派遣労働者にその就業規則及びその他の規制を通知し、説明する。  

(b) 派遣労働者と自社の労働者との差別取扱いをしない。 
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(c) 派遣労働者を派遣労働契約に規定しない夜勤、超過勤務に従事させる場合、派遣労働者とこれを合

意する。 派遣労働者を他の雇用者に派遣してはならない。 

(d) 派遣労働者と派遣元会社間の労働契約が終了しておらず、派遣労働者を正式社員として採用したい

場合に、それを派遣労働者と派遣元会社と協議して合意する。  

(e) 業務に対応できない又は就業規則に違反した派遣労働者を派遣元会社に返却する。  

(f) 派遣労働者による就業規則違反行為の証拠を派遣元会社に提供する。 

このように、派遣先会社は派遣労働者を懲戒処分する義務を負わないように見える。ベトナムにおける労

働者の懲戒処分手続はかなり複雑であるために、適法な懲戒処分行うためには、雇用者は簡単ではない懲

戒処分手続に従わなければならない。新労働法では、派遣先会社はこの懲戒処分責任を派遣元会社に引き

渡すことができる。ただし、派遣先会社が派遣労働者の反則行為を確定する根拠はその就業規則である。  

派遣労働者 

新労働法第58条では、派遣労働者は以下の権利義務がある。 

(a) 派遣先会社の就業規則、労働規律、適法な管理指導、労働協約に従う。 

(b) 同様のレベル、同様の業務又は同一の価値を持つ業務に従事する派遣先会社の労働者より低くない

賃金を支払われる。 

(c) 派遣元会社との雇用契約を、又は一方的な雇用契約を適法に終結した後に、派遣先会社との雇用契

約を協議して締結する。 

労働者派遣に関する新労働法の規定は、ベトナムにおける派遣サービス事業の重要な進展である。労働者

派遣の承認、それに関する規定の公布によって、外国投資家及び企業が人事採用上の柔軟な対策をとるこ

とが可能になる。 

実際に、新労働法の規定を遵守するためには派遣元会社及び派遣先会社は互いに協力し、情報を共有しな

ければならない。派遣元会社が法令に適合して派遣労働者に適切な賃金を支払うためには、派遣先会社は

派遣労働者と同様のレベル、又は同様の業務に従事する自社の従業員の賃金制度に関する情報を派遣元会

社に提供しなければならない。ただし、実際に派遣先会社に派遣労働者と同様のレベル又は同様の業務に

従事する労働者が存在するかを判断することは難しい場合がある。そこで、これに関する施行細則が公布

されるまでの間に、派遣元会社と派遣先会社のどちらが「同様の業務又は同様の価値がある業務」を判断

する主体になるかということは不明確である。派遣元会社は賃金保証の義務を負うため、自らこの問題を

決定し、又は自社を保護する適切な規定を派遣契約に取り入れることを望むと考えられる。従って、派遣

先会社は派遣元会社にその従業員の業務及び賃金に関する情報を共有するように備えなければならないと

思われる。 

上記に触れた不明なところを解消する、労働傷兵社会省のガイドラインの公布が期待される。 

偽品に対する行政違反処理に関する規定を統合する法令 

2013年1月10日に政府は偽品の製造、販売に対する行政違反処分に関する政令08/2013/NĐ-CP号（政令8

号）を公布した。政令8号は、これまで品目別に公布されていた偽品の製造販売に関する複数の規定を統
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合し、代替したものになる。 

偽品の分類 

政令8号では、偽品は以下のカテゴリに分類される。 

(a) 使用価値や効用のない商品。商品の自然状態や名称と異なる、使用価値や効用のある商品。公表又

は登録した使用価値、効用と違った使用価値、効用のある商品 

(b) 商号、包装の偽造された商品 

(c) 知的財産権の偽造された商品 

(d) 偽造スタンプ、ラベル、包装が施された商品 

偽品の製造販売に対する行政違反課徴金 

政令8号は、偽品の製造販売行為に対して以下のようにより厳しい課徴金制度を規定した。 

(a) 使用価値、効用のない商品の売買は7000万ドン（3500米ドル相当）までの課徴金を課される。 

(b) 使用価値、効用のない商品の製造は1億ドン（5000米ドル相当）までの課徴金を課される。 

(c) 商号、包装の偽造された商品の売買は6000万ドン（3000米ドル相当）までの課徴金を課される。 

(d) 商号、包装の偽造された商品の製造は9000万ドン（4500米ドル相当）までの課徴金を課される。 

(e) 偽造のスタンプ、ラベル、包装の売買は4000万ドン（2000米ドル相当）までの課徴金を課される。 

(f) 偽造のスタンプ、ラベル、包装の製造は6000万ドン（3000米ドル相当）までの課徴金を課される 

ただし、政令8号は、知的財産法の政令に規定される知的財産権侵害品の製造、販売に関する行政違反処

理に関する現行規定を改正していない。 

補足処分措置及び現状克服措置 

課徴金の他、偽品や違反手段の没収や許認可・資格の回収などの補足処分措置、及びその他の現状回復

措置は具体的な違反行為に応じて適用される。 

また、注意すべきことは、刑法上の犯罪兆候がある偽品の製造販売行為については、当局が訴訟進行機

関に移送して、刑事責任を追及する。 

政令8号は2013年3月1日から施行され、それまでに公布された偽品及びその製造販売に対する行政違反処

分を定める多くの政府規定を代替する。 

建築物の品質管理に関する新しい政令 

2013 年 2 月 6 日に政府は建築物の品質管理政令 15/2013/NĐ-CP 号（政令 15 号）を公布した。この政令は

政令 209/2004/NĐ-CP 号（政令 49/2008/NĐ-CP 号によって改正された）（政令 209 号）及び政令

12/2009/NĐ-CP 号に定める建築物の品質管理規定を代替して、2013 年 2 月 6日から施行される。 
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新政令は建設段階の実施手順を明確に定めた。例えば、建設考察には品質管理の 7 段階、建設設計には

6 段階、建設施工には 8 段階がある。個々の段階における発注者及び関連コントラクターの責任も明確に

区分された。政令 15 号における注目すべき改正点は以下の通りである。 

建設事業に従事する組織、個人の能力に関する情報の公開 

政令 15 号によれば、建設事業に従事する組織、個人は建設管理当局に対してその建設能力に関する情報

を提供する。当局は、関係情報を受理した日から 30 日以内にそれを検討し、当局の管理ホームページで

公表する。 

ただし、政令 15 号は、上記の情報供給が義務であるかを明記しなかったが、これらの情報を建築物

設計の審査、建築物品質監査、検定、鑑定、国家予算を使う 1 級 2 級建築物の考察、設計、施工の

根拠として使うことを規定した。そのため、情報供給は建設事業に従事する個人組織の義務よりも

権利として捉えられる。 

建築物の品質管理 

政令 15 号は具体的には、①設計審査及び②検収作業の検査における建築物の品質管理に関する厳格

な規定を定めた。 

政令 209 号では、発注者は、建築物の性質、規模及び要求に応じて、設計審査をコンサルタント業

者に依頼することができた。これに対して、政令 15 号では、発注者は、以下の建築物について、建

設管理当局に審査のために設計書類を送付しなければならない。 

(a)3 級以上の共同住宅ビル、7階以上の一戸建て 

(b)3 級以上の公共建築物 

(c)送電線、水力発電所、火力発電所、精錬工場、アルミ工場、3 級以上のセメント工場、製油所、

ガス加工工場、倉庫施設、石油 LNG ガスパイプライン、危険物の製造工場・倉庫、産業火薬類製造

工場及び倉庫といった工業用建築物 

(d)国家予算を使う 3 級以上の橋、トンネル、道路、及びその他の予算を使う 2 級以上の交通施設、

鉄道、空港、港湾、ボートドックリフト、ドックポート航路、旅客輸送ケーブルシステム 

(e)貯水池、ダム、洪水対策オーバーフロー施設、排水溝、放水溝、チャンネル、水路、水圧トンネ

ル、堤防、ポンプ場や他の灌漑施設農業農村開発施設 

(f)国家予算を使う 3 級建築物、その他の予算を使う 2 級以上の建築物とインフラ施設。ただし、有

害固体廃棄物処理施設は進級を区別しない。 

建設管理当局による設計審査期間は1級施設及びその他の施設それぞれについては、適切な書類を受けた

日より40営業日、30営業日を超えない。 
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過去に政令209号は、建築物を検収する根拠とする書類リスト及び検収すべき施設項目を明記した。これ

に対して、政令15号では、これが緩和された。すなわち、検収すべき項目、その根拠、条件、手順、時

期、資料、図表、議事録、及び検収の参加者が建設施工契約における当事者間の合意によるものとし

た。 

ただし、上述のリストに該当する施設項目については、発注者の使用前に行われる検収作業は建設管理

当局の検査を受ける。関係当局は、書類を受けた日から15営業日（3級及び4級建築物）又は30営業日

（特別級、1級及び2級の建築物）以内にその検査結論を書面で提出する。この期間を過ぎても、発注者

が当局から検収作業の検査結論書を受領できない場合は、当該建築物を使うことができる。 

建築物の施工、運営、使用上の事故処理 

政令 15 号では、事故が発生した場合に、発注者は も迅速な方法で、直ちに事故発生地の村落級人

民委員会に事故の概要を報告しなければならない。村落級人民委員会は事故が発生した 24 時間以内

に事故発生地の県級及び省級人民委員会に事故を書面で報告しなければならない。被災者が発生し

た場合には、建設省及び関係当局にそれに関する報告書を送付しなければならない。 

発注者及び建設業者は、捜索救助を進め、人と財産の安全を確保し、さらに発生可能な危険を制

限・防止し、事故現場を保護し、所定の報告をする責任を負う。事故現場の破壊、掃除は当局の承

諾を得なければならない。 


