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ニュースレター─2015年5月 

フレイザーニュースレター 
本ニュースレターは以下の報告である。 

● ベトナム国会で現在検討が行われている法律 

● 2015年発布予定の証券に関する政令の草案 

● 失業保険及び退職制度に関して近年施行されている法律 

● 文書の公証及び認証に関する新しい法律規定 

弊所は、本ニュースレターが関心を喚起する読み物となると確信しており、また、弊所のトピックに関し

て フ ィード バ ック又 はコ メン トが あれ ば頂 戴で きる とあ りが たい 。コ メン トの 宛先 は

newsletter@frasersvn.comである。 

新しい法律に関して有用なアップデートを提供することを目的としてはいるが、フレイザーのニュースレ

ターは公的な法的助言を構成するものではない。本ニュースレターで取り扱われる事項についてもっと情

報が必要な場合は、弊所へ上記の宛先まで又は担当のフレイザー法律顧問経由で問い合わせて頂きたい。 

 

ベトナム国会で検討が行われている法律 

ご存知のとおり、2015年5月20日から2015年6月25日までハノイで第13期ベトナム国会第9回会議（第9
回会議）が行われており、法整備と社会経済問題に重点が置かれている。第9回会議の間に、11法案の検

討及び可決が行われることになっており、また、15法案の次回国会会議での可決に向けた協議及び検討が

提起されることになっている。以下は、第9回会議での検討及び可決が提起される法案の一覧である。 

(i) 政府組織法（改正） 

(ii) 地方政府組織法 

(iii) ベトナム祖国戦線法（改正） 

(iv) 国会議員及び人民評議会議員選挙法 

(v) 国家予算法（改正） 
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(vi) 国家会計検査法（改正） 

(vii) 法規範文書発行法 

(viii) 兵役法（改正） 

(ix) 海洋及び島嶼の天然資源及び環境法 

(x) 獣医法 

(xi) 労働安全衛生法 

以下は、次回国会会議での検討及び可決に向けた協議及び提起が行われる法案である。 

(i) 民法典（改正）（第2回協議） 

(ii) 刑法典（改正） 

(iii) 民事訴訟法典（改正） 

(iv) 刑事訴訟法典（改正） 

(v) 行政手続法（改正） 

(vi) 人民検察院組織法 

(vii) 一時的拘置及び抑留法 

(viii) 国会及び人民評議会監督法 

(ix) 民意聴取法 

(x) デモンストレーション法 

(xi) 会計法改正法 

(xii) 統計法（改正） 

(xiii) 情報安全法（改正） 

(xiv) 料金及び手数料法 

(xv) ベトナム海事法典改正法 

上記法案の発布に関する進展は、今後のニュースレターで報告していく。 

証券に関する政令の草案 

国家証券委員会（SSC）は、証券法1の一部条文の施行に関する詳細なガイドラインに関する2012年7月

20日付政令第58/2012/ND-CP号（政令58）の一部条文を修正及び補足する政令の草案（本草案）を配布

した。本草案によれば、政令58の一部条文の修正が提案されている。この記事において、本草案に記載

された特定の重要な修正を紹介する。 

「外資投資家」という用語の導入 

本草案では、「外資保有割合上限」という用語の定義に重要な修正が加えられている。本草案の第1.1

条によれば、「外資保有割合上限」とは、外資投資家が公開企業及び投資ファンドにおいて最大限とし

て保有が認められている証券保有割合の合計をいう。第1.1条では、特に、新しい用語である「外資投資

家」が導入されており、これは考察するに値する。 

本草案の第2条によれば、「外資投資家」には以下の者が含まれる。 

1    2010 年 11 月 24 日付法律第 62/2010/QH 号により改正された 2006 年 6 月 26 日のベトナム社会主義共和国第 11 期国会第 9 回会議で可

決された証券に関する法律第 70/2006/QH11 号。 
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(i) ベトナム市民権を持たない外国人 

(ii) 外国の法律に基づいて設立され、ベトナムで投資及び事業を行っている組織又は外国で設立され

た組織のベトナム支店 

(iii) ベトナムで設立され事業を営んでいる組織で、上記(i)及び(ii)で特定された外国投資家が定款資本

の51％以上を保有する組織又はパートナーシップの場合において無限責任社員の大多数が外国人

である組織 

(iv) ベトナムで設立され事業を営んでいる組織で、上記(i)及び(ii)で特定された外国投資家並びに上記

(iii)で特定された組織が定款資本の51％以上を保有する組織。 

投資法（2015年7月1日発効）第23条に規定されている「外国投資家」と「非内国経済組織」の概念を

比較してみて、これらが同じではないと判断した。本草案の「外資投資家」の概念には、経済組織によ

り定款資本の51％以上を保有される組織で、外国投資家により定款資本の51％以上が保有される組織又

はパートナーシップである経済組織に関して大多数の社員が外国人であるパートナーシップは含まれな

い。 

ベトナムの証券市場における外資保有割合 

ベトナム証券市場における外国投資家の参加比率に関する2009年4月15日付首相決定第55/2009/QD-

TTG号（首相決定55）において、公開株式会社における外資保有割合は株式総数の49％までと制限され

ている。 

本草案に関して、公開会社における外資保有に規制を設けるという点から、議決権付株式と無議決権株

式が区別されている。 

議決権付株式については、本草案の第2a条によれば、かかる制限は、会社の定款、ベトナムの法律及び

国際条約の規定に従って決定することとされている。換言すれば、場合によっては外資保有制限が49％

を超えるのである。但し、ベトナムの法律又は国際条約による外資保有割合の指定がない業種を営む公

開会社の場合、外資保有割合は、かかる会社の定款の規定（もしあれば）を遵守し、かつ、首相決定に

指定された保有割合を超えてはならないことに留意されたい。本草案には、どの首相決定のことである

か、発布予定の他の首相決定の有無、又は現行の政令55への言及であるかは記載されていない。 

公開会社が発行する無議決権株式については、現在起草されているのと同じ内容が盛り込まれた本草案

が発布される場合、外資投資家は、何らの制限も課されることなく無議決権株式に投資できることにな

る。2 

さらに、本草案の第 2a 条には、証券投資ファンドの出資証券、証券投資会社の株式及び預金証書へ投

資する場合、外資投資家には保有制限が適用されないことも明確に規定されている。第 2a 条を踏ま

え、第 71.9 条には、さらに、外資投資家は、何らの制限も課されることなく証券業組織 3の株式又は出

資を取得することが認められるとされている。さらに、政令 58 第 77.4 条も廃止されるので、証券投資

会社への外国投資に適用される保有制限がなくなる。但し、証券業組織の定款資本の 51％以上を保有す

るには、外資投資家は、特定の条件（現在政令 58 に定められているとおりに証券業組織の資本の 100％
を保有する外国投資家に適用される条件と同じ条件）を満たさねばならない。 

2  本草案は、以下のような他の場合にも言及している。 
(a) 外国直接投資企業から転化した公開会社に関して、外資保有の上限は、外国直接投資企業から株式会社への転化に関する承認

の発給時に下される関連政府当局の決定に従うこととする。 
(b) 株式化（Equitisation）の目的で公募を行う国有企業（SOE）に関して、外資保有割合上限は、国有企業の分類基準及び株式化

関連法に基づき、関連政府当局から承認された企業の再編、整理及び改革の計画に基づいて付与される。 
3 ベトナムの法律には「証券業組織」の明白な定義はないように思われる。ただ、証券法に、「証券業」とは証券のブローカレッジ、証

券の自己取引、証券の発行引受、証券投資コンサルタント業、証券預託、証券投資ファンド管理及び証券投資ポートフォリオ管理の事

業活動の行為であると定義されている。よって、証券業組織とは、証券法に基づく証券業に分類される活動を行う者であると解釈する

ことができる。 
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株式の私募と公募 

本草案では、非公開会社が行う私募に関する全ての規定が取り除かれている。改正企業法に、かかる私

募の条件及び手続が具体的に規定されているからである。そのような訳で、本草案では、現在、公開会

社（上場か未上場かを問わない。）及び証券業組織による(i)資本の動員、(ii)負債の転換、(iii)他の企業の

株式／出資の転換、又は(iv)証券業組織による株式会社化のための私募といった目的のための公募の条件

及び手続しか取り扱われていない。 

公開会社による株式の私募及び公募の手続は、追加要件を含むように修正された。例えば私募の期間、

本草案において、株式の私募を提案する公開会社は UpCom を通じて取引を行うためにハノイ証券取引

所に登録していなければならない又はいずれかのベトナムの証券取引所に上場していなければならない

として、再度、2015 年 1 月 5 日付財務省通達第 01/2015/TT-BTC 号に定められた要件が繰り返されてい

る。さらに、発行組織は、私募により発行される株式の購入のための預託金及び代金を受領するために

エスクロー口座を開設せねばならない。エスクロー口座に振り込まれた代金は、関連募集トランシュが

完了し、SSC に報告が行われるまで引き渡されない。同様の証券の公募トランシュにおける戦略的パー

トナーへの売却のための株式の募集の場合、本草案の第 9 条によれば、株式の譲渡のためのロックアッ

プ期間は、募集トランシュ完了日から最低 1 年である。 

本草案は 2015 年中に発布される予定である。今後も本草案の発布について最新情報を更新していく。 

失業保険及び退職制度に関する新規定 

法定保険スキームは、特に被雇用者保護の点で、社会の安定上重要な役割を果たしている。一国一国

に、自国の要件に適合するよう策定された独自の法定保険スキームが存在する。ベトナムでは、法定保

険スキームは、社会保険、健康保険及び失業保険を含み、国の持続的な発展の実現上大変重要な役割を

果たしている。2015 年にいくつかの新しい法律及びガイダンスが導入されて、ベトナムの法定保険ス

キームにいくつかの重大な変更がもたらされた。 

ベトナムの法定保険スキームに関する新しい規定は以下のとおりである。具体的には、以下の 2 つに関

するものである。 

● 失業保険に関する新しいガイダンス 

● 社会保険に関する新しい退職制度 

失業保険に関する新しいガイダンス 

失業保険規則の実施における困難を克服する目的で、ベトナム政府は、失業保険に関する 2013 年 11

月 16 日付雇用法第 38/2013/QH13 号の実施ガイドラインを定める 2015 年 3 月 12 日付政令第 28/2015/

ND-CP 号（政令 28）を発布した。政令 28 には、失業保険の加入及び支払に関する手続の数々の変更が

定められている。 

概して、政令 28 に定められた失業保険政策には重大な変更は多くないが、例外として、上記の手続の

変更並びに被雇用者の仕事維持のための被雇用者の研修、育成及び職業能力水準向上を行うために雇用

者へ提供される支援に関する新しい規則がある。 

雇用者がかかる支援を得るには、以下の条件が満たれていなければならない。 

 雇用者が、法律で義務付けられたとおりに失業保険料金全額を支払っていること 

 雇用者が、被雇用者数の削減を必要とするおそれが生じるような構造的変化又は生産及び運営技

術の変更が求められる景気後退又は不可抗力事由に起因する困難に直面していること 
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 被雇用者の職業能力改善のための研修及び再研修のための資金が不足していること 

 雇用者が、関連国家機関から承認された被雇用者の研修及び仕事維持計画を有していること 

研修目的の資金支援の水準は、月一人当たり 100 万ドンまでとされている。具体的な支援の水準は、各

職業又は教育コースにかかる実際の教育時間又は月数に従って計算されるが、6 ヶ月を超えないものと

されている。 

政令 28 に定められた規則は 2015 年 1 月 1 日に有効となった。 

新しい退職制度─恒常的な議論の対象 

ベトナムの社会保険制度は、現在、社会保険に関する 2006 年 6 月 29 日付法律第 71/2006/QH11 号（現

行社会保険法）及びその施行法により律されている。2016 年 1 月 1 日以降は、社会保険に関する 2014

年 11 月 20 日付国会の法律第 58/2014/QH13 号（改正社会保険法）が発効して、現行社会保険法に取っ

て代わり、ベトナムに新しい社会保険スキームがもたらされる。 

改正社会保険法には、特に退職時の被雇用者の社会手当給付に関して、現在の社会保険制度と比べ合わ

せると根本的な変更が含まれている。この変更に関して、2015 年 3 月にホーチミン市ビンタン区に所在

する外国所有会社である Pou Yuen Vietnam Co. Ltd.の労働者の間で産業ストライキがあった。 

ベトナムで発生した最大規模のストライキとなったこのストライキは、労使紛争ではなく国家政策に関

するものだったため、その性質上、異常なストライキであった。 

一括社会保険給付 

現行社会保険法では、被雇用者が退職する際、社会保険当局から以下のいずれかの支払が行われること

になっている。 

(i) 被雇用者が死亡するまで毎月支給される年金。この種類の手当には、被雇用者が定年（すなわ

ち、男性 60 歳、女性 55 歳）に達していること、被雇用者が 20 年以上の期間社会保険スキームに

拠出を行っていることといった特定の条件がある（退職年金）。 

(ii) 退職時に被雇用者へ一度だけ支払われる一括給付金（退職一時金） 

一括社会保険給付の水準は、社会保険基金への拠出年数に基づいて計算され、各年につき、拠出者は、

社会保険料をベースとする平均賃金の 1.5 ヶ月分を受領する権利を有する。 

現在の制度に基づく場合、退職年金を受給するための要件を満たしていない被雇用者は、一定の状況

（被雇用者が、労働を止めてから 1 年後に社会保険の支払を停止し、一括社会保険給付を請求する場合

で、社会保険の支払期間が 20 年未満である場合等）において退職時に退職一時金を受領することがで

きる。 

これに関して、被雇用者が退職し、社会保険の支払期間が 20 年未満である場合、かかる被雇用者は、

以下のいずれかを選択する権利を有する。 

(i) 前職における社会保険の支払期間を留保し、これを新職における社会保険支払期間に加算する 

(ii) 前職における社会保険への拠出年数に応じた退職一時金を受領する 

しかし、改正社会保険法（すなわち、第 60 条）では、退職一時金は、被雇用者が雇用終了時に年齢要

件を満たしていない場合は支払われなくなる。換言すると、2016 年 1 月 1 日以降は、退職時に定年に達

していない被雇用者は、退職一時金又は退職年金（関連条件が満たされている場合）を受領できる時ま

で待たねばならなず、現行社会保険法に定められているように退職一時金を即座に受領することを選択

できない。 
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この改正社会保険法に基づく退職制度の変更は、労働者間に不一致及びストライキを引き起こした。か

かる論争の深層にある原因は、被雇用者が雇用終了時に退職一時金を受領できる可能性に関する政府の

観点と被雇用者の観点の相違によるものである。 

政府の観点 

改正社会保険法の新しい規定は、政府代表者による説明のとおり、被雇用者が退職一時金を受領できる

可能性を狭めることではなく、退職年金を受領できる被雇用者数を増やすことを目的としている。換言

すると、新法は、労働者が転職する度に退職一時金を受領する代わりに、定年退職時に労働者が退職年

金を受領できるように労働者に社会保険の支払の積立てを奨励することを目的としている。 

この観点からすれば、新制度は、長期的な社会の安定及び保障並びに被雇用者への給付を確保するよう

に意図的に設計されている。退職年金によって受領できる金額は、毎月の安定した支払金として、退職

一時金のそれよりもずっと多くなるからである。 

被雇用者の観点 

政府の期待とは裏腹に、政策が効力を生じる前から、新しい退職制度に意図されたプラスの側面は、一

定の被雇用者、特に不安定な仕事に就く被雇用者には歓迎されていないように思われる。退職一時金又

は退職年金（関連条件が満たされている場合）を受領できる定年まで待つのではなく、即刻受給できる

ように退職直後に退職一時金を受領することを期待する労働者が多い。 

この観点からすれば、改正社会保険法に基づいて退職一時金を受領できる定年まで待つこと又は退職年

金を受領できる条件を満たすまで社会保険の支払を継続することはこれらの者にとって容易なことでは

ない。したがって、この観点からすると、新しい退職制度は、特に不安定な仕事を有する者に、利益よ

りも損害をもたらし得るのである。 

新しい退職制度の変更可能性 

争議行為（すなわち、労働者によるストライキ）を受けて、政府は、改正社会保険法に基づく新退職制

度を再検討する最初の試みを行った。そして、労働・傷病兵・社会問題省、ベトナム労働総連合及び政

府の代表者は、被雇用者の実際の需要を満たすため及び被雇用者が退職時に一括支払金を受領するか定

年退職時に給付を受領するかを選択できるようにするため、退職制度の見直しを国会に提起することに

合意した。 

最新情報：メディア報道によれば、国会で、2015 年 5 月 27 日に、改正社会保険法を見直すことについ

て合意が形成される様子である。国会議員により、この問題の検討及び改正社会保険法第 60 条を修正

するか否かについての投票が行われる。弊所は、引き続きこの問題を追い、修正された改正社会保険法

（もしあれば、かつ、入手できた場合）の検討をするつもりであり、今後のニュースレターでこの問題

に関するアップデートを提供するつもりである。 

2014 年公証法を指導する新しい政令 

ベトナム社会主義共和国第 13 期国会第 7 回会議で 2014 年 6 月 20 日に可決された公証法第 53/2014/

QH13 号（改正公証法）を実施するために必要なガイドラインを提供するため、政府は、2 つの政令

（写本の認証、謄本の証明並びに署名の証明及び契約と取引の証明に関する 2015 年 2 月 16 日付政令

第 23/2015/ND-CP 号（政令 23）、並びに改正公証法の詳細なガイドラインを定める 2015 年 3 月 15 日

付政令第 29/2015/ND-CP 号（政令 29））を発布した。 

政令 23 には、公証人が以下の権限及び責任を有するという改正公証法に盛り込まれた一つの新規定に

関する細則が再確認及び規定されている。 
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 ベトナム当局、外国当局又は外国当局と共同するベトナム当局により発行又は証明される書面、

文書の真正な写しを証明する 

 翻訳者の署名を除く書面及び文書上の真正性を証明する 

この新しい規則により、法務局及びコミューンの人民委員会の謄本証明の権限とは別に、現在、登録公

証人役場がかかる証明を提供することができる。政令 23 は、2015 年 4 月 10 日に有効となった。 

政令 29 には、公証人役場の運営管理に関する数々の規定（国営公証役場から民営公証役場への転化、

民営公証役場の合併、買収及び譲渡、並びに公証人組織のための専門職業人賠償責任保険といったも

の）がある。政令 29 は 2015 年 5 月 1 日に有効となった。 


