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Ⅰ	 はじめに 

	 2015年 11月 18日から 23日にかけて，ハノイおよびホーチミンにおいて，司法省，土

地使用権登記事務所（天然資源環境省[MONRE]所管），裁判所，大学，法律事務所，銀行

等を対象にして，ベトナム民法およびその関連法令の実施状況に関する現地調査（以下，

本調査という）を行った。本調査は，比較的安定した政治状況の下で，経済成長が著しい

インドシナ諸国を（ベトナム，ラオス，カンボジア）を対象にして，民法をはじめとする

基本法令の整備およびその実施による法改革が，経済・政治の状況からどのような影響を

受けているか，また，反対に，そうした法改革がこれら諸国の経済・政治の動きにどのよ

うな形で作用し，コントロールしているか，そして，それを通じて民事基本法令を基盤と
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する法改革が，社会の発展にどのように寄与しうるかを明らかにするための開発法学的研

究の一環である。 

	 本調査に際しては，調査先のアレンジ，調査への協力・同行等につき，ベトナム法整備

支援プロジェクト・オフィスの A1氏，A2氏，A3氏，A4氏から，格別のご高配をいただ

いた。記して謝意を表する次第である。 

 

 

Ⅱ	 調査結果 

１	 司法省民事経済局 

	 （１）調査概要 

2015年 11月 19日（木），ベトナム司法省で行われた。ベトナム側の説明は，司法省担

当者によって行われた。日本側は，松尾弘，深沢瞳，A1，A2，A3が参加し，通訳はベト

ナム人女 Pによって行われた。 

 

	 （２）民法典改正に関する国会審議の概況 

	 国会審議中の民法典改正案について，新たな物権の導入等，重要な点はほとんど国会の

承認を受けているという認識である。政治局会議が開かれ，この問題についても検討する

と聞いている。 

 

	 （３）物権概念の導入について 

	 （ⅰ）国会議員の間には，所有権以外の物権および物権概念を民法典に導入する改正案

に対し，賛成派も反対派もある。法律知識があり，市場化およびグローバル化への対応に

積極的なメンバーは，シビル・ロー型の民法典に典型的に見出される物権類型を導入する

ことに賛成している。 

他方，反対派は，新たな要素を民法典に導入することによってベトナム民法典が支離滅

裂になってしまうのではないかという危惧を示していた。しかし，司法省からの説明を通

じて，改正案に対する理解が徐々に進み，物権概念が必要であるということについては，

ほぼ承認が得られている。もっとも，「物権」という聞き慣れない言葉に対しては，別の表

現を用いる可能性もある。 

その結果，現時点では，物権を「所有権および財産に対する所有権以外の権利」という
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表現を用いることで，合意を図っている（改正案 159条）。 

（ⅱ）新たに導入が提案されている個々の物権としては，地役権，用益権，地上権があ

る。他方，抵当権や質権を担保物権という概念で総括して物権に導入することはしていな

い。優先権〔先取特権〕も改正案には入っていない。代わりに，物に対する担保とし，人

に対する担保〔保証〕とともに，担保方法として規定を設けている。これに対しては銀行

業界からの賛成も得られている。担保財産の処分は，民法典の改正に伴って行われる民事

訴訟法の改正により，簡易な手続を設け，現行法よりもずっと容易に行われることになる。

従来は担保財産の処理に時間がかかっていたが，そうした時間を節約できることは経済面

でプラスである。もっとも，このような簡易な手続の導入に対しては，SPC〔最高裁判所〕

の委員会の承認が必要である。 

（ⅲ）地役権，用益権，地上権の内容は，他国の民法典のものと類似しているが，登記

については規定していない。登記に関する規定を置くと，実務が変わることに対する懸念

から，反対論が出てくるおそれがあるからである。しかし，土地法 95条は不動産（土地，

建物，その他の定着物）に対する権利の登記の必要性について規定していることから，地

役権等にも同条が適用され，民法典に規定がやくとも，地役権・用益権・地上権について

も登記が必要になると解される，との説明が行われた。何れにせよ，国会議員には，現状

を大きく変えるものでないと説明している。もっとも，司法省担当者の個人的見解として

は，民法典に登記の規定も置かれるべきであると考えている。その際，財産に関する公示

システムをより洗練されたものにする必要があり，これは民法よりも難しいように思われ

る。この点に関する日本の支援への期待も表明された。 

（ⅳ）物権に関して，もう 1つ重要な改正点は，占有権である。占有権を所有権から独

立した権利として規定する提案に対しては，批判がある。なぜなら，占有権は占有のため

の法律上の根拠が必要であると考えられており，この考え方には根強いものがあるからで

ある。しかし，そうした批判に対しては，占有権の規定があれば，占有者は権利者（所有

者）と推定されるというメリットを強調することにより，占有権を独立させる方向で議論

が進んでいる，という説明が行われた。所有権に含まれる権能を占有権・使用権・支配権

として説明する旧ソビエト方式の定義を維持しつつ，財産に対する占有（権）として占有

権に関する規定を新設する予定である。 

 

（４）法主体からの世帯の排除について 
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法主体を個人および法人に限定し，世帯を法主体から除外するという方針に対しては，

批判派の意見が根強い。一方，司法省としては，民法の法主体は個人と法人だけであると

いう説明を行っている。改正案では，従来の世帯の権利は，家族員の持分がある共同所有

財産という扱いになり，その代表者を通じて処分等の取引をすることになる。このような

「個人化」の方向に対しては，銀行業界がかねて懸念していた「取引におけるトラップ」

がなくなるという点で評価され，期待が高まっている。 

その一方で，従来からベトナム経済は農業が中心であり，その中で世帯は非常に重要な

ものとして尊重されており，独立した法主体として意識されてきた。社会関係としては〔法

主体としての〕世帯が現に存在している。したがって，世帯を法主体として認めない旨を

民法が規定しても，人々の意識の変化には 40年程度を要するものとみている意見もある。。

この問題についても，審議される予定である。世帯を法主体から外すことに対しては，国

会法律委員会の承認も得ている。これについては，司法省としては以下のように説明して

いる。 

①現行法実務では，世帯の財産について，世帯構成員の一部の者によって売却等の処分

がされた後で，他の構成員から無効の主張が行われることにより，取引安全が害される事

態が頻繁に生じており，問題になっている1。また，両親と子どもによる世帯の財産につい

て，子どもたちは都会に移転して暮らしており，両親が田舎に住んでいるが，両親が（老

後）世帯の財産を処分しようとしても，なかなか同意が得られないという問題も生じてい

る。ベトナムでは，財産のうちで世帯の財産が占める比率は比較的高い。また，世帯のメ

ンバーを確定することが困難な場合もあるし，メンバーは変わりうる。法律が世帯のメン

バーを定めることも難しい。 

②民法の中で，世帯の財産について規定しておきながら，責任は個人または法人しか負

わないというのは矛盾ではないか。 

③訴訟における手続法上の取扱いについて，世帯は訴訟上の当事者適格をもたず，代理

人に対して訴えの提起等が行われている。 

グローバル化が進む中，世帯も法主体であるという規定がベトナム民法典に存在するこ

とは，ベトナムにとって〔投資家等から〕マイナスのイメージを抱かれるおそれもある。 

しかしながら，調査者の見解としては，社会関係として法主体としての世帯が現に存在

しており，これを廃止することに対してはより慎重に（再）検討する必要があるものと思

                                                   
1X市裁判所でのインタビュー調査でも，この点が指摘された（後述Ⅴ）。 
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われる。世帯の財産については，経営世帯としての登録等を通して公示を進め，第三者に

よる取引の安全を確保する一方で，世帯を離れた者はそれに対する権利を喪失するという

解釈により，当面の問題の解決を図ることも考えられるであろう。 

 

（５）事情変更の原則 

事情変更の原則について，裁判所による契約の改訂権に対しては，SPCは「〔裁判官の〕

責任が大きくなる」ことに対して懸念を表明し，改正案に反対であった。しかし，ベトナ

ムにおいては経済状況の変化等に応じて，政策が頻繁に変更され，その結果として，契約

当事者の一方には有利になり，他方には不利になるという事態がしばしば生じる。こうし

た実際に生じる不公平を是正する必要があり，このことは日本等とは異なる事情である。

このことにも鑑みて，その後 SPC も，裁判所が契約を改訂する権限をもつことに賛成す

るようになった。もっとも，裁判官が事情変更の原則の規定に基づいて契約に介入する際

には，その適用の要件に関する「指導」が必要であると考えている。この点も，政治局会

議で議論される予定である。 

 

（６）今後の見込み 

民法改正案は，2015 年 11 月 24 日に国会で承認される見込みである。その後，司法省

による技術的な観点からのチェック（当然ながら内容に立ち入ることはできない）を経て，

2017年 1月 1日から施行される予定である。 

さらに，その後は，商法，知的財産法の改正が続く予定である。 

 

２	 司法省民事判決執行総局 

	 （１）調査概要 

2015年 11月 19日（木），ベトナム司法省で行われた。ベトナム側の説明は，司法省担

当者によって行われた。日本側は，松尾弘，深沢瞳，A1，A2，A3が参加し，通訳はベト

ナム人女性 Pによって行われた。 

 

（２）民事判決執行局の組織 

民事判決執行局には，事務部，第 1 部（民事判決執行に関する業務），第 2 部（民事に

関する刑事判決の執行），第 3 部（行政管理関連の判決の執行〔国家賠償に関する判決を
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含む〕），第 4部（データ統計，ホームページ，IT管理），第 5部（異議申立てに対する問

題解決），第 6部（人事管理），第 7部（会計）がある。 

判決執行に携わる人員は，司法省付属機関および各省関連機関の人員を含めて，全国で

約 1万人に及ぶ。 

 

（３）民事判決の執行方法 

判決の執行は，民事判決執行法 36 条 2 項に基づき，法律に定めがある場合に限って自

動的に執行されるが，それ以外の場合は申立てによって行われる。判決の執行のためには，

民事判決局が執行決定を交付するが，判決の執行機関を定めることもある。執行要件を確

定するために，現場に行って確認することもある。 

金銭債権の執行は，債務者の財産によって処理する。銀行口座の差押え，不動産の差押

え等が行われる。 

特定の債権の執行，例えば，不動産売買に際し，売主が買主に不動産を引き渡さない場

合は，不動産に関する証明書〔土地の権利証〕の交付および不動産の明渡しを強制するこ

とになる。その現場には，地方（省）の執行機関の職員が出向いて行う。 

民事判決の執行に携わる権限をもつ者の職名は「執行官」であり，各省の司法省のオフ

ィスに勤務している。執行官は法学士であることを要件とするが，地方では法学士の確保

が難しい状況にある。 

執行機関は債務者に対して執行命令を下し，一定期間のうちに履行することを命じる。

それに基づき，執行を請け負う会社または個人が執行を行う。執行費用は債務者の財産か

ら回収される。執行を請け負う会社・個人については，認定（公認）はしていないが，執

行官が現場に行って指導・監督することにより，適正な執行を確保するようにしている。 

民事執行を請け負う会社は，民間の会社であり，執行機関との民事契約によって執行業

務を行う。どの会社または個人に依頼するかは，債務の性質に応じ，執行機関が定める。

執行を請け負う会社または個人について，予め登録されたリストが存在するわけではない。 

 

（４）直面する諸問題 

様々な困難があるが，執行の対象になる債務者の財産が確認できない場合が最大の問題

である。 

また，債務者の財産が存在するが売却できない場合（例えば，不動産はあるが買い手が
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つかない場合）も執行が困難である。 

さらに，ベトナムでは債務者の債務履行意識が低いことも問題である。その場合，執行

機関と地方の人民委員会が債務者を教育することもある。地方の公安に助力を依頼するこ

ともある。 

 

（５）その他 

担保権の実行については，債権者（銀行等）が設定者の同意を得て目的物を売却し，債

権を回収する場合〔私的実行〕と，債権者が債務者を訴えて勝訴判決を取得し，同判決に

基づいて執行される場合がある。 

いわゆる信頼による抵当（ベ民 372）は，回答者が知る限りでは，実際にはほとんど行

われていない。 

日本で問題になっているような抵当不動産の占有侵害（権原占有，無権原占有）のよう

な事態に対しては，「そういうことはしてはいけない」，「追い出すことができる」という認

識である。 

 

３	 司法省国家担保取引登録局 

	 （１）調査概要 

2015年 11月 19日（木），ベトナム司法省で行われた。ベトナム側の説明は，司法省担

当者によって行われた。日本側は，松尾弘，深沢瞳，A1，A2，A3が参加し，通訳はベト

ナム人女性 Pによって行われた。 

 

	 （２）ベトナムにおける担保登録の現状について 

	 現在，ベトナム民法典の改正作業が進められているが2，それに合わせて担保法の改正も

予定されている。担保取引は，①民法典，②2005 年会社法，③土地法，④住宅法の 4 つ

の法分野において規定されている。また，法律とは別に施行令等の命令も定められている。

その結果，船の権利に関する 161 法令，飛行機の権利に関する 68 法令，土地の権利に関

する 43 法令が存在する。これらの法令は，担保取引が行われるように規定した指導的な

法令である。 

	  

                                                   
2 その後，2015年 11月 24日，ベトナム民法典 2015年改正法案が国会を通過した。 
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	 （３）担保登録の方法について 

	 担保取引に関しては，財産によって別々の登記事務所が存在する。中央の登記所で登記

するか，地方の登記所で登記するかは，財産（の所在地）によって区別される。動産の担

保取引の登記の場合は，国家担保取引登録局に管轄権が帰属する。登記の手続は 4種類の

登記事務所3によって異なる。 

	  

	 担保目的物に応じて手続が異なるため，必要書類も変わる。土地の場合は要式が要求さ

れる。具体的には土地使用権証明書および任意代理の証明書が必要である。他方，飛行機

の場合，担保登録の申込み，委任状，契約書が必要である。動産を担保にする場合は，事

務所（国家担保取引局）で申込みをすればよく，登記はネットを通じても可能である。 

	 このように，書類の提出方法は，①事務所に直接持参する，②郵送，③ファックス，④

メール，⑤インターネットの 5 種類がある。飛行機や船の場合，事務所で直接申込むか，

郵送か，何れかを利用できるが，不動産の場合，事務所での直接の申し込みに限られてい

る。しかし，事務所での申込みに限定することを見直しも検討されており，特に郵送やイ

ンターネットでの申込みを検討している。 

	 提出された書類の処理に要する期間は，提出された時期によって異なる。具体的には①

当日 15 時以前に提出されたものについてはその日のうちに処理しなければならない。②

15時以降に提出されたものについては翌日に処理をする。③複雑なものについては 3日以

内に処理をすることになっている。 

 

（４）不動産の担保登録手続 

	 不動産担保登録は，以下のような手続に従って行われる。書類の受領後，書類審査が行

われ，形式面と内容面の審査をする。この時，書類に不備があれば指導をする。書類の審

査後，受付日を記入し，登記情報を記入する。書類に書かれている内容と現状が合致して

いるかを確認したのち，担保登録を行う。問題がなければ，担保内容を土地使用権証明書

に記入し，土地譲渡情報を変更する。登記の効力が生じるのは，土地譲渡情報を変更した

ときである（2013年土地法） 

 

（５）飛行機と船の担保登録手続 
                                                   
3 4つの登記事務所とは，土地およびその付属財産，動産，船，飛行機それぞれの登記事
務所のことだと考えられる） 
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	 現在の登記簿の内容と担保登録の申請に際して指定された財産の内容が適合しているか

を確認し，抵当権の登記情報を記入する。記入後，登記証明書〔権利証〕を返還する。 

 

（６）動産の担保登録手続 

	 インターネットによる申込みが可能である。インターネットによる申請によって登記情

報が自動的に更新される。 

 

（７）最も多い担保登録の目的物と担保登録の動向 

	 担保登録が最も多い目的物は，①不動産では，土地使用権および建物（区分所有建物を

含む）であり，②動産では，自動車等の乗り物（自転車もできる。バイクは少ない）であ

る。 

	 もっとも，建物，その他土地への付着財産の権利取得を登録するか否かは任意であるが，

建物等の土地への付着財産が存在する場合に，それをも登録し，かつ土地に抵当権を設定

するときには，付着財産（建物等）に対しても抵当権を設定しておく必要がある。そうし

ないと土地・付着財産（建物等）の価値が下がってしまうからである。 

	 担保登録の件数は，毎年約 30％のペースで増加している。その理由としては，①経済発

展によって取引数が増えていること，②担保取引に対する国民の認識〔信頼〕が〔良い方

向に〕変化していることが考えられる。 

 

	 （８）担保登録における目的物の同一性確認 

	 担保登録に際して目的物の同一性を担保登録局が確認することはしていない。登録内容

が正しいか否かについては，もっぱら登録を申請する当事者同士で責任をもつべき問題で

あり，登記官は責任を負わない。担保登録局としては，当事者が合意に基づいて提供した

情報に従い，当事者が申請したとおりに登録するのみである。「ホンダのバイク」と書いて

くださいといえば，それに従って登録する。 

	 同一の目的物について，担保登録と他の担保権設定（例えば，質権の設定）が行われた

場合，民法 325 条 2 項の規定に従い，担保登録が優先するものとされている。すなわち，

①複数の担保登録がある場合は，先に登録した方が優先する，②一方を担保登録，他方を

未登録の場合は，登録した方が優先する，③両者の担保が未登録の場合，先に契約をした

方が優先するという基本ルールによって問題が処理されている。 
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（９）担保登録が抱える問題点 

	 （ⅰ）登録の効率化と関連法令の体系化 

不動産登記の場合，書類の量が多いこと，および記入する記録の多さに問題を抱えてい

る。事務処理期間は複雑な事案については 3日以内に処理するよう規定されているが，期

間内に処理できないことが多い。実際には，10日から 15日の期間を要している。その原

因として挙げられるのは，①IT を使っていないこと，②情報の確認に時間がかかること，

③将来の不動産についても担保の対象になっていることが挙げられる。将来の不動産も担

保登録の対象になるが，将来の不動産の場合は，そもそも土地使用権の登記簿に登記がな

されていないという問題がある。また，法令が多過ぎて，統一性が図られていない点も問

題である。 

	 （ⅱ）登記システムの効率化・IT化 

民法典の改正後，2016年か 2017年に財産登記法が成立する予定である。そこで担保登

記の規定も定められる予定である。ただ，登記事務所が色々あり，システムの統一性が図

られていない問題がある。改善策として提案しているのは，①登記システムの一括化およ

び②インターネットを通じて，いつでも，どこでも登録申請・確認・管理ができるように

する方法である。 

（ⅲ）建物登記の促進 

	 その他の問題としては，建築財産（住宅，その他の建物）の登記が進んでいない点であ

る。建築財産も登記をすることにより，土地の担保価値が上がるが，実際には建築財産の

登記は少ないため，（土地使用権の）担保価値が下がってしまう点が問題である。国民の登

記に対する認識が不十分であり，土地使用権の登記のみが進んでいるのが現状である。 

	 （ⅳ）登記事務所と関係機関の連携 

	 さらに，登記事務所と関係機関の連携は，現状ではまだ不十分であり，この点を改善す

ることも，重要な課題である。 

 

４	 ハノイ土地使用権登記事務所 

	 （１）調査概要 

2015年 11月 19日（木），ハノイ土地使用権登記事務所（中心事務所）に赴いてインタ

ビューと現場調査を行った。ベトナム側の説明は，同事務所の担当者によって行われた。
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日本側は，松尾弘，深沢瞳，A1，A2，A3が参加し，通訳はベトナム人女性 Pによって行

われた。 

 

	 （２）土地使用権登記事務所の概要 

	 本事務所は，ハノイにおける土地使用権登記の中心的な登記所であり（登記簿も同事務

所に保管されている），ほかにハノイには 28か所の支所（登記申請事務の受付）がある。 

 

（３）土地使用権の移転登記の手続 

	 売買等に基づく土地使用権の移転には，①売買契約書（公証が必要）4，②土地使用権証

明書，③申請書（インターネットでダウンロード可能）である。 

	 申請書類（前記①～③）を提出した後，税金に関する機関（税務署）から税金の納付に

関する通知が申請者（土地使用権の買主等）に対して行われる。申請者は，納税通知に記

載された税金を納付し，その領収書を登記所に提出する。その後，土地使用権の移転登記

が行われ，登記手続が完了する。なお，登記所に対して納付する登録免許税は，30万ドン

である。 

	 登記の申請から完了までに要する時間は，税務機関からの納税通知を受領してすぐに税

金を支払い，領収書を提出した場合，土地全体の使用権の譲渡の場合は約 20日間である。

土地の一部を譲渡する場合は，〔測量等のために〕もっと時間がかかる。抵当権の設定の場

合は，約 3日間である。 

	 土地使用権の移転登記が完了した場合，土地使用権の証明書が発行される。それについ

ては，申請者の選択に応じ，①新規の土地使用権証明書が発行される場合と，②以前の土

地使用権証明書に新しい名義人を書き加える方法がある。 

 

	 （４）不動産取引の概況 

	 土地使用権の設定・譲渡件数は，2014 年は，約 4 万件であった。抵当権の設定登記の

申請件数は，1日約 50件である。 

	 登記申請に際し，偽造の文書（偽造の土地使用権証明書等）が用いられたり，二重の登

記申請がされたケースは「存在しない」という回答であった。 

                                                   
4 公証について，3年前までは公証事務所が 3か所のみであったが，現在ハノイには 100
か所の公証事務所（そのうち 6か所が国立で，その他は私立。法律に基づく資格を要する）
が存在するので，公証を得るために不便を来すことはない。 
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	 （５）登記簿の様式について 

	 登記簿には，土地と建物の双方を同一の登記用紙に記載している。登記簿の書式は，ベ

トナム全土で統一様式を用いている。 

	 注目すべきは，コンドミニアム（区分所有建物）の登記であり，各区分所有建物の登記

に際し，敷地利用権（土地使用権の共有持分権）の登記の記載がないことである。この点

は，区分所有建物には敷地利用権が当然に付着しているという理解のうえで行われている

のであれば，土地・建物の同一不動産制に近い構成ということができるが，必ずしも敷地

利用権との関係が詰められていない可能性もある。 

	 ちなみに，土地上に建物が存在する場合，土地使用権のみに抵当権を設定したり，建物

のみを担保登録することも可能であり（もっとも，そのような抵当権設定または担保登録

には時間がかかるとのことである），その結果，担保権の実行として，土地使用権のみまた

は建物所有権のみが売却されて，土地使用権と建物所有権が異なる者に帰属した場合にお

ける建物所有者のための土地利用権の有無に関するルールを整備する必要がある。 

 

５	 X省人民裁判所 

	 （１）調査概要 

2015年 11月 20日（金），X省人民裁判所において，インタビューを行った。ベトナム

側の説明は，裁判官らによって行われた。日本側は，松尾弘，深沢瞳，A2，A3が参加し，

通訳はベトナム人女性 Pによって行われた。 

 

	 （２）X省裁判所の組織について 

	 X省は，ハノイの北方に位置する人口約 130万人の都市であるが，大企業が操業する工

業団地を擁することから，工業生産性が高く，ベトナムの GDPへの寄与も高い。 

	 X省裁判所は，長官（1名），副長官（2名），民事部（裁判官 3名），刑事部（同 2名），

などから構成され，裁判官 11 名（長官および副長官を含む），書記官約 20 名によって運

営されている。 

 

	 （３）最も多い事件類型 

	 X省裁判所に持ち込まれる最も多い事件類型は，家族関係の事件，特に離婚事件であり，
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中でも財産分与をめぐる争いである。民事訴訟法によれば，受理から 4か月以内に開始決

定をし，それから１か月以内に判決を下さなければならないことになっているが，事実関

係が複雑であったり，原告・被告，利害関係人等が病気であったり，財産の所在・内容が

明確でない場合において，夫婦の財産の調査，財産価値の算定等が必要であるときには，

4か月経っても開始決定ができない場合もある。 

	 民事経済関係で最も多い事件類型は，①不動産譲渡契約をめぐる紛争，および②金銭消

費貸借契約をめぐる紛争である。 

	 ①不動産譲渡契約をめぐる紛争としては，売買契約書が公証されていないとして，後か

ら譲渡契約の無効の申立てがされることがある。その場合，裁判所は，ただちに売買を無

効と判断するのではなく，一定期間のうちに公証を行わなければ無効になることを告げ，

一定期間内に公証がされなかったときは無効の判断をする。逆にいえば，形式が調ってい

ないからといって，売買契約が直ちに無効であるとは判断していない。また，一定期間内

に一方当事者（例えば，売主）が公証に応じなかった場合，他方当事者（例えば，買主）

は，過失ある当事者（例えば，売主）に対し，損害賠償を請求できる。 

	 このような事件が生じる背景事情として，売主Ａが買主Ｂに土地使用権を売る旨の契約

を結んだものの，第三者Ｃからより高い値段で買い取る旨の申出を受け，Ｂに賠償金を支

払ってでも契約の公証に応じないという事案が「結構ある」という回答であった。 

	 また，不動産をめぐる紛争類型として，土地の境界をめぐる紛争，および土地の一部が

相隣地所有者の何れに帰属するかをめぐる争いがある。この場合の紛争解決方法として，

すでに建物やその壁が建築されてしまっているときは，越境している土地所有者に対して

隣地所有者に損害賠償請求を認める方法による解決が図られている（訴え提起後にも和解

の勧告が行われる）。 

	 ②金銭消費貸借をめぐる紛争としては，大体の場合が，個人間の金銭の貸し借りのケー

スである。多くの場合，民事訴訟法の規定に従い，裁判官が和解を勧告して解決している。

和解率は約 60％である。 

 

	 （４）近年増加している紛争類型 

	 近年，例えば，この 5年間でみた場合，裁判所に持ち込まれる紛争の事件数はさほど増

えていないが，事件の性質が複雑化している。例えば，形式的には土地使用権の売買契約

であるが，実際には担保目的のものであり，「売主」が売買代金として受領した金銭は，実
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は貸金であると主張して，「買主」との間で争いになる事件も増えている〔「買主」が履行

請求するのに対し，売主が売買契約の履行（登記手続や目的物の引渡し）を拒んだり，「売

主」が受領した金銭を返還して，登記名義の回復や目的物の返還を請求する等が考えられ

る〕。 

 

	 （５）世帯の財産の取扱いについて 

	 世帯の財産を世帯の一部の者が処分してしまい，その後になって処分の有効性をめぐる

紛争も生じている。民法改正案（11月 20日当時）が世帯を法主体から外すことについて

は，慎重な反応がみられた。すなわち，世帯を法主体として認める規定がなくなると，〔世

帯およびその財産が現に存在する以上は〕事件がより複雑になることが懸念される。世帯

の不動産については，世帯を法主体とする土地使用権証明書も発行されており，そのまま

これを維持することでよいのではないかという意見である。そのうえで，世帯の代表者と

その権限を明確にすること，世帯の経営について，経営者としての世帯の登記を認めるこ

とにより，公示を促進する必要がある。世帯は憲法上も経済要素の 1つであり，その存在

を踏まえて，取引安全の確保との調整を図る余地もあるように思われる。 

 

	 （６）裁判官の職務，転勤等について 

	 X省裁判所では，裁判官 1人当たりが担当している事件数は，家族関係および民事（経

済）関係については，年間約 100件の判決を下しており，未決の事件は少ない（民事訴訟

法が訴えの受理から 4か月以内に開始決定し，それから１か月以内に判決を下さなければ

ならないと規定していることが，プレッシャーになっている様子がありありと窺えた）。 

	 裁判官の転勤については，裁判所構成法に従い，転勤は本人の希望によって可能である

が，必ずしも転勤する必要はないという制度がとられている。しかも，希望によって転勤

する場合も，能力，専門分野等の関係で，正当な理由があることが求められている。 

 

６	 ハノイ法科大学／同大学日本法センター 

	 （１）調査概要 

2015年 11月 20日（金），ハノイ法科大学日本法センターにおいて，インタビューを行

った。日本人 B1講師，B2氏と面談し，センターのカリキュラム等について説明を受けた。

また，同法科大学 9階にあるアジアサテライトキャンパス学院ベトナムサテライトキャン
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パス（名古屋大学ベトナム代表事務所）も訪問し，B3 特任准教授・代表事務所長とも面

談した。日本側は，松尾弘，深沢瞳が訪問した。 

 

（２）日本法センターの視察 

日本法センターのカリキュラム等の説明を受け，教室，図書室等を視察した。毎年応募

者約 100名のうち，50名を書類選考し，面接試験を行い，20名を選抜している。法科大

学の授業と並行して（プラス・アルファの授業として）履修が行われるため，修了できる

のは約 10名になる。学生は極めて熱心で，日本語も概して堪能である。9階の教室で，3

年生の日本語文法の授業を視察した。 

 

（３）アジアサテライトキャンパス学院ベトナムサテライトキャンパス 

ハノイ法科大学 9 階にある同サテライトキャンパスのオフィスを訪問，視察し，B3 代

表事務所長とも面談した。同オフィスでは，博士課程進学者を支援しており，現在学生数

は 1名（定員 1名）である。 

 

７	 現地法律事務所（ハノイ市内） 

	 （１）調査概要 

2015 年 11 月 20 日（金）現地法律事務所のオフィスで行われた。回答者は，ベトナム

人弁護士 C氏，日本側は，松尾弘，深沢瞳が参加し，英語によって行われた。 

 

	 （２）法律事務所の業務について 

本部はアメリカにある。ベトナム事務所は，シンガポールの事務所が親会社である。ベ

トナムには 2つ事務所がある。所属弁護士は様々なところからやってくる。 

ベトナムの市場はまだまだ小さいく，外国人弁護士の活動範囲は狭い。外国人弁護士と

ベトナム人弁護士のできる仕事の内容は異なっており，訴訟活動ができない。また，刑事

事件を担当することもできない。主に投資などについて助言する。 

	 ハノイの事務所には，ベトナム人弁護士が 8人，外国人弁護士が 4人所属している。 

外国人弁護士は外国法についてのみアドバイスでき，ベトナム法の解釈適用をすることは

できない。 
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＊ベトナムの弁護士法（2006年度改正版）によると，外国法律事務所に所属する外国人

弁護士は外国法および国際法の解釈しかできない。加えて，外国人弁護士事務所に所属す

るベトナム人弁護士は，ベトナム法に基づいて助言することはできるが，訴訟行為は禁止

されている（76条）。 

 

（３）顧客について 

顧客はそれぞれのコミュニティーから来る（例えばドイツ人コミュニティーや日本人コ

ミュニティーなど）。 

外資系企業や外資系投資会社，オフショアカンパニーなどもいる。ベトナムの地元の会

社も顧客として来る。将来的には，ベトナムの会社の顧客もパートナーになると思われる

（シンガポールへの進出希望がある）。 

なお，C 弁護士はハノイの地元の事務所で 4 年勤務した後，現地事務所で働いている。

顧客は同じである。 

 

（４）ハノイ事務所の外国人顧客に対する主な業務について 

建物への投資や開発地区とのやりとりの助言，会社の設立や契約についての助言をして

いる。なお，ホーチミンにある事務所では，ドイツの建築請負会社に助言したことがある。

（ハノイでは，不動産関係に対する助言はあまりない様子であった）。アメリカなどの会社

は不動産には投資をしておらず，ハノイで土地開発に投資している会社の多くは，韓国や

日本からの進出企業であるとのことであった。 

 

	 （５）政府からの許認可について 

ベトナムで外国企業がビジネスをする場合，プロジェクトの許認可だけでなく，外国プ

ロジェクトの許認可を得て，ベトナム国内で会社を設立しなければならない。 

工場の設立の場合は土地使用権の取得と会社の設立許可で済むので，意外と簡単である。

しかし，複合施設を造るのは容易ではない。なぜなら，土地の投資会社は人民委員会から

の建築許可を受ける必要があるからである。 

例えば，住宅の建設プロジェクトには，30もの小さな手続を公的に踏まなければならな

い。その結果，1年から 2年かかる。 

	 許認可を受けるために必要な要件の解釈は容易かどうか質問したところ，以下のような
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解答があった。 

通常，法律は誰でもアクセスできるため，政府は法律情報の提供義務を負わない。しか

し，明確な基準がなく，ほとんど多くの弁護士は提供される法律の解釈基準がないために，

難しさを感じている。例えば，住宅の開発プロジェクトの場合，公に要件が書かれている

が，実際には書かれていないことが要求されたりする（写真を撮るなど）。そのため，時間

がかかってしまう。 

	 また，ハノイと他の地方で規制も異なっている。まず，ホーチミンとではルールの解釈

が違う。また，法律以外の内部規則が多い。司法省は下位の法律の見直しを何度もしてい

るが，その見直しを知らない。 

 

（６）汚職について 

賄賂は禁止されているが存在する。地元紙は trust moneyがベトナムにあると断言して

いるとの解答があった。  

 

（７）訴訟システムについて 

ベトナムに進出している日本の法律事務所の弁護士が，ベトナムの訴訟制度は信頼でき

ないものと認識しているという話も聞いたところ，ある程度は同意するとの解答があった。

ベトナムの司法制度には問題があるため，交渉や合意のためにシンガポールにある仲裁セ

ンター（ICC）に仲裁の申立をしている。なぜなら，地元の裁判所では何をしているか知

ることができないからである。 

現地法律事務所では，仲裁センターをよく利用するようである。ほとんどの住宅案件の

形式で似たような事案について，コモン・ローは同じ理由を適用するが，ベトナムでは似

たような事案であっても裁判所によって異なって解釈されるからである。判断についての

予測可能性が低いことが背景にあった。 

 

（８）訴訟支援（裁判費用等について）について 

弁護士費用や交渉費用は法律によって規制されている。法律上 1時間当たりいくらと決

まっているが，実際はラフである。具体的数字についてはよく分からないという解答があ

った。 
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（９）弁護士の報酬について 

外資系弁護士事務所も，地元の弁護士事務所も，弁護士事務所を介して支払われる報酬

はそれほど高くないという問題がある。 

 

（10）ベトナム司法制度の問題について 

野心のある外国人弁護士との国際交流や〔弁護士資格の〕国際的認定が適用〔議論〕さ

れている。〔そのための〕プロジェクトは今始まったばかりである。ベトナムでは法律の発

展が政府から始まっている特徴がある。 

 

（11）民法典の改正について 

法主体から世帯が削除されることについて質問したところ，よく知らなかったと解答が

あった。しかし，（世帯は）住宅法や土地法に占める割合が高いようである。  

 

（12）C弁護士が行っている法律サービスについて 

ドイツからの投資にアドバイスしている。労働契約や商業契約の締結などである。 

 

（13）法律の文言解釈について 

ベトナムでは，法律の基本的な枠組みが発展途上段階である。ベトナム民法典は早い勢

いで変化している。しかし，法律用語の使い方が不明確なので，文言の裏についてまで読

まなければならない。民事裁判所は誤った判断をすると処罰を受ける〔ベトナム刑法第 22

章の「司法活動侵害罪」のことか？〕。非公式的な解釈が公文書で送られている。企業は政

府に対してうんざりしている。 

契約の中でも特定の契約は政府のルール（政令など）の規制を受ける。（規制を受ける法

律は）民法典の契約や会社法，住宅法，土地法に規定されている。 

	 法律の解釈には，苦慮しているようであった。もし，〔契約における準拠法として〕ベト

ナムの法律か他国の法律を自由に選べるならば，シンガポールの法律を選ぶとの解答があ

った。 

 

	 （14）その他 

不法行為関連の事案に関わったことがあるか質問したが，不法行為(tort)の概念がベトナ



 
 

19 

ムにはないとの解答があった。また，個人の不法行為についてはやったことがない。 

	 現在都市開発が進んでおり，今後も続くと思うが，公害訴訟対策などが増えることが予

想されるが，どう思うか質問したところ，開発プロジェクトによって，周辺住民が影響を

受けることはよく起きているようである。ベトナム土地法に基づいて，開発者は住民に対

して補償金を支払わなければならない。また，最近，土地収用の要件が変わったが，農民

の場合，新しい土地に移らなければならず，それが問題になっているようである。ベトナ

ムの最高裁前では毎日住民がデモをしているとの話があった。 

 

８	 現地 Y銀行ホーチミン支店 

	 （１）調査概要 

2015年 11月 23日（月）現地 Y銀行ホーチミン支店 3階の会議室でインタビュー調査

を行った。回答者は，外国協力部の D副部長である。また，同銀行支店の日本語に堪能な

行員（女性）が同席し，ベトナム語・日本語通訳を行った。日本側は，松尾弘，A2，深沢

瞳が参加した。 

 

（２）Y銀行ホーチミン支店およびその業務について 

同支店は，ベトナム南部における Y銀行最大の支店であり，その出張所もある。 

主な顧客は，企業が約 90％であり，個人は数％にすぎない。企業の中には，FTA に参

加する大企業，中小企業，貿易会社等がある。第 2区の開発企業に対しても，Y銀行は融

資をしている。外国企業にも融資をしており，例えば，第 7区等の経済特区，産業特区に

おける企業にはその例がある。ベトナム全体の FTA企業に対する融資のうち，約 20％を

Y銀行が融資している。 

1企業に対し，貸出残高として 50億ドル（約 6150億円）まで融資が可能である。 

利息，融資期間等の融資条件は，顧客のブランド・資産・規模により，契約ベースで決

めている。短期は 12 か月以内，中期は 12 か月～60 か月，長期は 60 か月以上であるが，

プロジェクト融資の場合はプロジェクトの〔建設，運営が軌道に乗るまでの〕期間も可能

であり，例えば，20年という期間もありうる。また，金利は，例えば，貸出期間が 1か月

～1年の場合に 1～3％，1年以上の場合に 3％～（USドル金利）等のケースがある。個人

向けの住宅ローンでは，6.5％（ドン金利）の例がある。しかし，銀行間の競争も激しくな

っており，顧客により，ドン建て金利をもっと安くすることもある。 
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（３）担保の設定について 

	 融資の担保としては，短期プロジェクトの場合は不動産，商品（の価値）に担保を設定

し，長期プロジェクトの場合はプロジェクト（の価値）それ自体を担保にすることが行わ

れている。 

抵当権の設定に際しては，契約書は Y銀行が原案を作成し，土地使用権の権利証を添え

て，登記所で登記している。 

例えば，外国企業に融資する場合，外国企業がベトナム政府から設定を受けた土地使用

権（存続期間は，例えば，50年）を担保にすることが行われる。そのうち，①当該企業が

毎年国家に地代を支払っている場合には，土地使用権は担保にならない〔担保価値がない〕

ので，建物のみが担保になる。したがって，この場合には，建物に担保権を設定するが，

土地使用権に抵当権を設定することはないので，当該企業が Y銀行に土地使用権の権利証

を預ける必要はない。これに対し，②当該企業が 50 年分の家賃をすでに国家に支払って

いる場合には，土地・建物の双方に担保権の設定が行われ〔融資額もそれだけ多くなる〕，

土地使用権に対する抵当権の設定に際しては，抵当権設定後に登記所から戻される土地使

用権の権利証は銀行が預かって，保管している。当該企業が，土地上に建築，その他の開

発行為を行う場合，①のケースではY銀行に何ら報告する必要はないが，②のケースでは，

当該企業は Y銀行に預けている権利証がないと，土地の転貸等の利用による開発ができな

い。 

	 担保物の価値により，融資額が異なる。一概にはいえないが，担保物が売り易い物件で

あれば，物件価値の 70～80％，売りにくい物件であれば，同 70％以下になることが多い。

平均では約 70％である。 

	 ちなみに，担保価値を越える融資をしてはならないという規制は，銀行にとっては自由

な業務を拘束している感があり，法改正によってそうした規制が撤廃されることは，銀行

としては「もちろん，歓迎である」。実際，大企業やグローバルに活動する多国籍企業に対

しては，「担保目的物の価値の 99％」を融資するという実務は，そうした要請の存在を如

実に反映している。 

	 担保価値の評価は，融資銀行（ここでは Y 銀行）内部の者が行うことはできないので，

別の会社に頼んでいる。といっても，Y 銀行の場合は，関連会社に依頼して行うことも多

い。もっとも，関連会社の評価は比較的厳格であることから，より判断が緩やかな別の会
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社に依頼することもある。そのための依頼先リストを Y銀行は要している。 

	 すでに抵当権が設定されている物件について，それに担保価値がある場合に，Y 銀行が

後順位抵当権を設定し，融資をすることも，不可能ではない。しかし，その場合，つまり，

同一物件に複数の抵当権（後順位抵当権）を設定するためには，1 番抵当権者の同意によ

り，権利証を預り，2 番抵当権を設定したうえで，その権利証を Y 銀行（2 番抵当権者）

が預かることができる場合（そのことも含めて，1 番抵当権者が同意する場合）でなけれ

ば，後順位抵当権を設定して融資することは行わない。 

 

	 （４）債務不履行について 

	 借主が債務不履行（返済不能）となるケースは，ほとんどない（おそらく 0.00…1％程

度）。これは，Y銀行の顧客がほとんど大企業であるからという事情にも起因する。リスク

が高い企業に対しては，融資しない方針をとっているという事情にも起因する。 

担保権の実行方法としては，借主との合意に基づく売却としての私的実行，および裁判

所に提訴しての実行の双方がある。 

 

（５）融資先の審査について 

融資先が反社会的勢力である等が判明した場合，銀行としては，一般的には，直ちに融

資をストップし，貸金の返還を求める。企業の経営者が反社会的活動をする者であること

が判明したときも，融資の即時ストップ，返還請求を行う。ある企業の従業員が反社会的

活動をする者であることが判明したときは，融資をめぐる権利・義務はそのまま有効であ

るが，当該情報を企業に通告する。Y 銀行ホーチミン支店としては，そのような事態に直

面したことはない。 

銀行が融資する開発プロジェクトに対する反対運動は，実際に起きている。強制収用が

行われ，警察が動員されることもある。そのような場合でも，開発プロジェクトが合法的

であれば，融資がストップすることはない。住民の反対運動に対しては，融資先が対応す

る問題であり，銀行として対応することはない。 

 

９	 ホーチミン市土地使用権登記事務所 

	 （１）調査概要 

2015年 11月 23日（月），ホーチミン市土地使用権登記事務所 2階の会議室でインタビ
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ュー調査を行った。回答者は，事務所担当者であり，ほかに事務所職員らが同席した。通

訳は，Q氏により，日本語・ベトナム語でインタビューと回答を行った。日本側は，松尾

弘，A2，深沢瞳が参加した。 

 

	 （２）ホーチミン市土地使用権登記事務所の管轄について 

	 同登記事務所は，ホーチミン市の土地登記事務所の中心的事務所であり，ほかにホーチ

ミン市各区に 24 か所の支所がある。同事務所が所管する職務は，①土地使用権の登記，

②土地付着財産（建物等）の登記，③抵当権の登記，④その他の担保取引登記である。 

	 各区の支所では，個人関連の登記申請を受け付けているのに対し，同登記事務所では，

①会社等の組織による登記申請，②組織に関連する個人による登記申請を受け付けている。 

	 土地登記に関する帳簿は，その管轄に応じ，当該登記事務所および各支所が保管してい

る。その様式は，かつては統一されていなかったが，2015 年 7 月 1 日以降は天然資源環

境省が全国一律の統合的な情報管理のために，統一化した。 

	 また，登記手続のコンピュータ化およびデジタル化は，2015 年 7 月 1 日以降の取引か

ら行われている。また，古い記録についても，同時並行でデータベース化が進んでいる。

もっとも，法律改正があった部分については修正が必要であり，そのためのソフトウェア

の修正が行われている。ホーチミン市土地使用権登記事務所は天然資源環境省が改訂した

ソフトの最新版を用いているが，他の地域ではまだ最新版になっていない。 

 

	 （３）登記申請の状況 

	 ホーチミン市における土地使用権関連の登記申請件数はかなり多い。当該登記事務所に

限定していえば，2015 年 1 月～10 月において，7,000 以上の登記申請があった。土地取

引証明書の発行申請（組織によるもの）は 7,000件を超えている。組織による土地使用権

の変動登記の申請は 7264件，同じく抵当権設定登記申請は 8648件であった。個人による

土地使用権証明書の発行申請は 39556件であり，土地使用権の変動登記申請は 203930件，

個人による抵当権設定登記申請は 192498件であった。 

 

	 （４）土地登記簿の仕組み 

	 土地登記簿は，土地資源環境省の命じた 43号議定書 61条に従い，その手続と期間制限

の枠内で実施されている。土地使用権証明書の記載内容としては，地籍情報，土地に付着
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している建物等の財産（財産の内容，関連数値，図面等）に関する情報等（数値および図

面）が登記されている。 

	  

	 （５）登記手続について 

	 売買契約に基づく土地使用権の移転登記手続は，次のような手順で行われる。すなわち，

―― 

	 （ⅰ）土地登記事務所での申請。売買契約に基づく土地使用権移転の登記手続に必要な

書類は，①売買契約書（公証済）5，②土地使用権証明書である（ハノイ土地使用権登記事

務所では，①，②に加え，③申請書（ダウンロード可能）が必要とされていた）。登記完了

後，申請者の選択に従い，既存の土地使用権証明書をアップデートするか，新規の土地使

用権証明書を発行する。 

	 （ⅱ）土地登記事務所から税務署に必要な情報を送り，納付すべき税金が算定され，税

務署から土地使用権移転登記手続の申請者に納付通知が送付される。 

	 （ⅲ）申請者が納付すべき税金を納付し，領収証を受領する。 

	 （ⅳ）申請者が領収書を土地使用権登記事務所に提出し，それと引き換えに権利証を受

領する。 

	 以上のうち，（ⅰ）～（ⅱ）に約 5日間，（ⅲ）～（ⅳ）に約 5日間かかる。したがって，

（ⅱ）～（ⅲ）において申請者が納付すべき税金を直ちに支払えば，土地の付着財産（建

物等），その他について法令違反がない限り，移転登記の申請から土地使用権証明書の発行

までにかかる日数は，約 10日間である。 

	 納付すべき税金の算定は，使用権の移転対象となる土地の場所，種類等に応じ，税務署

の審査に従い，決定される。税務署は，当該土地が道路に接しているか，裏通りに面して

いるか等を審査する。その結果，土地価格 10億ドンまでは税金 5万ドン，土地価格 10億

ドン～50 億ドンは税金 10 万ドン，土地価格 50 億ドン～100 億ドンは税金 210 万ドン，

土地価格 100億ドン超は税金 310万ドンとなっている。 

	 なお，登記所に支払われる登録免許税は，土地使用権の移転登記手続のみの場合は 2万

ドン，付着財産がある場合は 5万ドンである。 

 

                                                   
5 ホーチミン市には，公証事務所が 52か所（国立と民間を合わせて）存在する。なお，公
証を要するのは，組織と個人および組織と組織の取引であり，個人と個人の取引について

は公証は不要である。 
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	 （６）地図情報の更新 

	 登記手続に関して，登記所の職務の観点から見て重要なのは，地図情報の更新である。

現在，地図に関しては，①1975 年地図，②299 図面，③02 図面があり，これらの間に不

整合があれば，現地を調査して，地図情報を更新している。土地はあまりずれていないが，

建物等の土地の付着財産は往々にして少なからず変動しており，それを土地使用権証明書

にも反映する必要がある。その際，違反建築がある場合は，建設省の検査団に通告し，そ

の判断に従って対応する。違反の程度が軽微で，付着財産がそのまま存続しても差し支え

のないものと判断された場合は，そのまま登記手続を進める。そうでない場合は，取壊し

となる〔登記簿にもその旨が反映される〕。 

	 建設法，土地法の改正により，2008年以降は，取壊しもありうる。 

	 地図の最新データはデジタル化し，修正はコンピュータで行うことにより，土地の権利

証を速やかに発行することができるようになった〔まだ全国には普及していない〕。 

	  

	 （７）権利証の偽造等 

	 土地使用権証明書の偽造等による違法な登記申請は存在する。権利証の色やサインに怪

しい点があって発覚し，警察に通報した。権利証はバーコードで管理されており，違法な

申請に基づく虚偽の登記が行われる前に発覚したため，不実の登記が行われ，さらに登記

名義に基づいて第三者が権利を承継または設定するといった事態は生じていないようであ

る。 

 

	 （８）登記所が直面する課題について 

	 登記申請があった場合，1 つの書類についての処理期間が定められている。例えば，抵

当権の設定登記は 3日以内である。しかし，〔大規模なコンドミニアム（区分所有建物等）

等の開発プロジェクト地域に関わる登記申請の場合，1回の申請で 500件～1000件の登記

が申請されることもある。その場合，残業したり，土・日出勤して対応しているが，支払

は十分にされていない。何より，規定通りに登記を完了できないことに対して残念に感じ

ている。 

	 また，土地使用権の移転の申請があった土地上の付着財産について，従前の状態とは異

なる変化があった場合は，登記手続は申請後 20 日以内と規定されている。しかし，住宅

法，土地法等の規定に従い，関連部門への照会（例えば，合法性について建設局に，その
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他の事項に関して管轄部門に等）をしていると，1 つの関連部門への照会で約 5 日以上を

要し，場合によっては 1か月経っても返信がない場合もある。にもかかわらず，全ての手

続が ISOで管理されており，この事務手続に関する期間制限に従わないと警告が発しられ

る。調査の結果，合法的な登記かどうかが判明しない場合，登記所の管理局（総局）は申

請者に書類を返却しなければならない。それは仕方のないこととはいえ，登記所（の職員）

としては不本意な結果であると感じている。 

 

10	 ホーチミン市不動産取引事情等ヒアリング 

	 （１）調査概要 

2015年 11月 23日（月）16時～17時頃まで，ホーチミン市で不動産取引のコンサルタ

ントをしているE氏から，最近の不動産取引の状況について，インタビュー調査を行った。

日本側は，松尾弘，A2，深沢瞳が参加した。 

 

	 （２）不動産取引関連法令の改正とその影響について 

	 土地法，投資法，外国人土地保有法に対する改正により，外国人が取得できる土地使用

権の存続期間は 50年プラス 50年更新可能ということになったが，更新の条件（更新料の

支払の要否や額等）が明確でなく，確実性が担保されていない。不動産取引関連法令の改

正，それによる規制緩和の傾向にもかかわらず，こうした不確実性が残っている点が，不

動産取引業者にとっては大きな不安材料になっている。 

	 また，関連法令には曖昧な規定もあり，解釈の余地が広く，3 人の法律家に聞くと 3 様

の回答が返ってくるような状態である。こうした曖昧さを理由に，投資を取り止める外国

人投資家も少なくない。 

さらに，許認可の取得のために，土地使用権価格の約 30％が賄賂に当てられているとい

う理解が，不動産取引の実務家の間には広まっている。その結果，不動産取引を仲介する

法律家は「何でもしなければならない」と自認している。 

このような法令の曖昧さと不明瞭な取引費用の必要性ゆえに，ベトナムの不動産取引市

場は「グレイ市場」と呼ばれている。しかし，投資法においては，デューデリジェンスが

最も重要な要素であると，特に外国人投資家は感じている。 

 

	 （３）土地関連情報の探索について 
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	 土地使用権の権利証，登記情報等，不動産取引にあたって探索すべき情報にアクセスす

ることが容易でない。登記情報へのアクセスは，オンライン化される等，改善が進んでい

るものの，アクセス権をもつ者の範囲が，土地使用権の保有者のほかは，当該土地使用権

に対して抵当権をもつ銀行等に限定されており，不動産業者や一般の私人がある土地の使

用権に関する最新の正確な情報にアクセスすることは制限されている。このことも円滑で

迅速な不動産取引の妨げになっている。 

こうした問題点については， “European White Paper”が指摘している。 

 

	 （４）第三者保護制度の未整備について 

	 不動産の詐欺的取引は厳しく処罰されるが，オーストラリアのトレンズ・システムにお

ける登記の覆滅不可能性(indefeasibility)のような，善意の第三者の保護の制度は設けられ

ていない。 

 

11	 Z市人民裁判所 

（１）調査概要 

2015 年 11 月 24 日（火）Z 市人民裁判所 1 階の会議室でインタビュー調査を行った。

ベトナム側出席者は，裁判官らおよび書記官であった。日本側は，松尾弘，A2，深沢瞳が

参加した。通訳は，Q氏により，日本語・ベトナム語でインタビューと回答を行った。 

 

	 （２）Z市人民裁判所の概要 

	 ホーチミン市人民裁判所は，ベトナムに全 63省ある省レベルの裁判所の 1つであり，3

部門＋5専門裁判所から構成されている。その管轄権は，（ⅰ）第 1審としては，①海外に

財産のある当事者および外国人が当事者となる訴訟，②知的財産権，技術移転関連の訴訟

であり，（ⅱ）第 2 審としては，各県レベルの裁判所の裁判に対する上訴を取り扱ってい

る。なお，専門裁判所（経済，労働，行政）に提起される事件は，第 1審のレベルに相当

する。経済裁判所は利益を分配する目的で 

	 Z市人民裁判所には，現在，374名のスタッフがおり，その内訳は，裁判官 140名，書

記官 201名，助手 33名である。 

	 事件の受理件数は，第 1審・第 2審の事件（民事・刑事・行政）を合わせて，年平均約

5700 件である。事件の受理後，取引紛争事件は 180 日以内，その他の紛争事件は 240 日
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以内に裁判を下さなければならない。民事紛争では，和解も積極的に試みられており，和

解率は約 30～32ないし 33％である。 

	 訴訟費用（裁判所費用）は，訴訟の対象物の価値の 5％で，訴え提起時にその 50％を納

付しなければならない。訴訟費用は１億ドン超えると増加率が逓減する。例えば，取引紛

争の場合，訴訟物の価値が 4000 万ドンであれば訴訟費用 200 万ドン，訴訟物の価値が 4

億ドンであれば訴訟費用 500万ドン，訴訟物の価値が 4億ドンを超えるときは 2000万ド

ン＋４％である。判決の執行，判決の取消しを要求する際の費用は，20万～50万ドン（平

均では 500万ドン）である。 

裁判官の給与等の待遇は，県級（初級。9 ランクに区分），省級（中級。600 万ドン），

高級（700万ドン），最高裁（未定）に分けて定められている。このほかに，裁判所に出る

と 1日 9万ドンが支給され，ほかにユニフォーム，靴，鞄等も支給される。 

 

	 （３）最近の事件の傾向 

	 第 1審として受理する事件のほとんどが，当事者が海外にいる場合である。知財関係は

年 30～40件である。 

	 第 2 審として受理する事件は，1025 件であった。そのうち，離婚およびそれに伴う財

産分与をめぐる事件が 190件（第 1審は 24の県裁判所によって約 22000件が受理，裁判

され，控訴された 190 件を除き，県裁判所のレベルで和解が成立している），取引関連の

事件が 400件（第 1審は約 700件），労働事件約 100件，残りの 300件余りは民事の権利・

義務に関する事件（土地使用権の移転，相続，財産を借りたのに返さない等）であった。 

	 専門裁判所に関しては，①経済裁判所（収益を分配する商事取引に関する事件，会社同

士，会社とその社員ならびに従業員の事件，および知的財産に関する事件を扱う），②労働

裁判所（労働者と使用者の間の事件），③行政裁判所（国家の管理機関に関する事件）があ

る。 

	 最近多くなった紛争類型として，不動産をめぐる紛争および財産の貸し借りをめぐる紛

争が顕著である。特に土地の価格が上昇する中，土地売買をめぐる紛争が多発するように

なっている。契約時における土地の市場価格と，代金決済時の土地の市場価格が異なる（多

くの場合，相当に上昇している）場合，売主が増額を求め，買主がこれを拒否して紛争に

なることが多い。この場合，裁判所としては，両当事者の利益を考慮に入れ，和解を勧告

する。和解が成り立たないときは，裁判所としては，当初の契約に従って判断するしかな
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い。これに対し，買主に違約金を支払ってでも第三者に高く売りたいと考える売主が出て

きている。 

 

	 （４）行政裁判所での事件 

	 行政裁判所では，第 1審（当事者が海外にいる場合）として 146件，第 2審として 254

件受理した。土地収用をめぐる紛争は，行政裁判に入る。土地収用をめぐる紛争にも 3類

型があり，①土地の収用そのものに反対して争っている事件，②土地収用は仕方ないが，

補償金に不満がある事件，③土地の強制収用をした後で，その当否を争う事件である。こ

のうち，②が最多である。その原因として，国が定めた補償基準に従った補償が，市場価

格とかけ離れており，補償金で同種・同等の土地を取得することが不可能であるという事

情がある。裁判所としては，国が定めた補償基準に従って補償額が判断されたかを確認す

ることしかできない。 

	 補償基準の策定に関しては，補償委員会（事業主体，住民代表者，財務局代表者からな

る）が対象地およびその周辺地の相場を勘案し，毎年改訂している。住民が不利にならな

いよう，国は毎年全ての土地について価格を決定しているが，市場価格にはとても追いつ

いていないのが現状である。裁判所としては致し方ない。 

 

	 （５）労働裁判所での事件 

	 労働裁判所の事件としては，ホーチミン市全体では，3000～3500件ある。このうち，Z

市人民裁判所が受理する件数は，第 1 審として約 50 件（特に企業の労働者の賃金に関す

る事件等），第 2審として約 100～120件（例えば，解雇，違法な労働契約に関する事件等）

を受理した。 

 

	 （６）世帯の法主体性について 

	 世帯の財産について，世帯の構成員全員の同意を得ずに処分がされた場合，納得しない

構成員が処分の効力をめぐって争いになることがあるかという質問に対しては，裁判官の

間に笑いが起こった。そして，これについては全国の裁判所で解釈が統一されているわけ

ではなく，複数の考えが提示されていることを断ったうえで，世帯の構成員は利益も責任

も共有すべきであり，財産形成時の世帯の構成員に権利があると考えるべきであるとの解

釈が提示された。また，婚姻によって世帯を抜けた構成員にはもはや権利はなく，他の構
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成員が決定権をもつと解釈している。この解釈によると，財産形成時の共有者をまずは確

定し，そのうえで世帯の構成員の変動を確認する必要がある。その結果，売りたくても売

れない財産が現れることもありうる。ベトナムの民事訴訟法上，欠席者がいると裁判でき

ず，全員が揃わないと訴えられないことから，問題である。 

 

	 （７）現在直面している問題 

	 Z 市人民裁判所として直面する困難は，①法律に規定がない場合，②法律に規定はある

が，明確に規定しておらず，かつ解釈が曖昧な場合6，③法律間の規定が矛盾している場合

である。この問題については，毎年，最高裁判所に対し，意見を出しているが，回答が未

だにない。こうした不透明な法律規定に対しては，裁判官は非常に大きな不安とストレス

を抱えている。 

	 これに関連して，裁判所法の改正により，裁判所組織委員会で判例を公開することが検

討されており，極めて興味深い動きである7。 

 

12	 補論：開発エリアについて 

	 （１）ベトナムにおける開発動向 

	 ベトナムが毎年約 6％の経済成長を達成していることを裏書きするように8，ハノイおよ

びホーチミンの何れでも，市街地と郊外の双方で，オフィスビル，コンドミニアム，工場

の建設等々の開発プロジェクトが盛んに実施されている。とりわけ，広大なメコン・デル

タの後背地を擁するホーチミンの開発エリアは，開発プロジェクトが最も激しい勢いで実

施されているホット・スポットであり，本調査においても，限られた時間の中で，その動

向を視察した。 

	 その一方で，ハノイの市街地では，再開発プロジェクトが各所で見られる中，特に違法

建築に対する規制の執行を強化することにより，加熱した開発を抑制するかのような動き

                                                   
6 例えば，訴えを提起するためには，原告は被告の住所情報を裁判所に提供する必要があ
るが，被告が逃亡した場合は，被告の最後の住所地に通知すればよいとされている。そこ

で，被告が逃亡したものと解して被告の最後の住所地に通知して裁判を受理し，開始した

ところ，裁判官委員会から，逃げたかどうか分からない（曖昧である）にもかかわらず，

そのような規定の解釈・適用をすることは適切でないという批判があった。これも解決困

難な問題に通じている。 
7 この点に関しては，Ⅲも参照。 
8 ベトナムの GDP成長率は，2010年代は約 6％前後で推移している（2014年は 5.98％）。
World Bank, World Development Indicators 2015による。 
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も出ている。そうした動向の 1つとして，キンドービルの違法建築部分の撤去命令につい

て，現状を記しておく。 

 

（２）ホーチミン市第 2区および第 7区 

	 ホーチミン市は，第 1 区から第 12 区に加え，およびビンタン区，タンフー区，タンビ

エン区，ゴーバップ区，フーニュアン区，ベンタイン区，トゥードゥック区の７区があり，

合計 19の地区から構成されている。このうち，第 1区はホーチミン市の中心地区であり，

ハノイ大聖堂や統一会堂，中央郵便局等の観光資源が集中している。しかし，現在，開発

プロジェクトの中心は，多くの開発余力を残している第 2区と第 7区に移っている。 

ホーチミン市第 2区は，第 1区の東側，サイゴン川の対岸に位置する。これまで第 1区

から第 2区に行くためには，ベンタイン地区にあるサイゴン橋を渡る必要があった。しか

し，2011 年にサイゴン川の下を通るトゥーティエン・トンネルが開通したため，第 2 区

へのアクセスは格段に容易になった9。第 2地区では，大規模なマンション，住宅やオフィ

ス，ショッピング・センターを併設した複合施設の建設が盛んである。なお，第 2区を走

る幹線道路沿いからは，建設中の鉄道高架が見られる。これは JICA がベトナムに対して

行っているベンタイン－スウィティエンを結ぶ鉄道 1号線の建設事業支援であり，ホーチ

ミン市内の渋滞解消を目的としている。 

 

 

                                                   
9 NNA.ASIA, 「トゥーティエムトンネル開通：550億円の東西ハイウエー完成［運輸］」
（2011年 11月 12日）http://news.nna.jp/free/news/20111121icn001A.html，閲覧日 2015
年 12月 3日。 
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写真 1	 車内から撮影したトーティエムトンネル内10 

 

 

写真 2	 第 2区の旧市街と解体中の建物。第 2区の幹線道路沿いから撮影。 

                                                   
10 ベトナムでは珍しく，バイクと自動車の走行車線が分離されている。 
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写真 3	 高層マンションの建設計画。 

 

 
写真 4	 林立する高層マンション群11。 

                                                   
11 第 2区ではこのような高層マンションがいくつも建設されている。 



 
 

33 

 

写真 5	 ベンタイン－スウィティエンを結ぶ鉄道 1号線の建設中の高架。 

 

 
写真 6	 ベンタイン－スウィティエンを結ぶ鉄道 1号線の高架（スイティエン付近）。 
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写真 7	 サイゴンスカイデッキから撮影した第 2区の様子12。 

 

ホーチミン市第 7 区は，第 1 区の南側に位置する。「第 7 地区はベトナムではない」と

多くのベトナム人や現地の外国人が口にしていた通り，第 7地区の中心部であるフーミー

フン（富美興）付近には，ホーチミン市内では見ることができない邸宅が並んでいる。第

7 区に向かう道中では13，激しい渋滞に巻き込まれたものの，第 7 区自体は落ち着いた雰

囲気の街並みを形成しており，ホーチミン市内とは思えないような閑静な高級住宅街であ

る。第 7区も第 2区と同様に大規模な高層マンションなどが立ち並んでいる。ただし，第

7 区の場合，他の地区と異なり，韓国語での表記が目立ったのが印象的である。例えば，

路上に停車していたワゴン車には韓国語で「ベデル教会」とプリントされたものがあり，

韓国人向けの教会もあった。また，ロッテリア，ロッテマート等の韓国資本の店も多かっ

た。韓国からの投資が盛んな地区であると考えられる。 

 

                                                   
12 サイゴン川の先に見えるのが第 2区である。開発の進んでいるエリアと今後開発される
エリアの様子を窺うことができる。 
13 この視察は，2015年 11月 23日（火）16時～17時頃に行った。 
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写真 8	 第 7区で建設中の高層ビル群 

 

 
写真 9	 第 7 区内にあった韓国ロッテショッピングが展開するショッピングモール「ロ

ッテマート」。 
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写真 10	 第 7区の高級住宅街 1 

 

 

写真 11	 第 7区の高級住宅街 2 
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写真 12	 第 7区の高級住宅街 3	 小さくて見えづらいが，写真左側の建物の左上にはハ

ングル文字で「ダソン病院」と書かれている。 

 

 
写真 13	 第 7区の路上に止まっていたワゴン車。「ベテル教会」とハングルで書かれて

いる14。 

                                                   
14 写真にはないが，住宅街の中に韓国人向けの教会もあった。 
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（３）「キンド・タワー」違法建築部分撤去事件 

建設中の「ディスカバリー・コンプレックス２」（通称キンド・タワー。以下，略称を用

いる。ハノイ市バーディン区ディエンビエン街区レチュック通 88 番地）が違法建築を理

由に，違法部分の撤去命令を受けたことが話題になっている。キンド・タワーは地上 17

階・地下 4階建ての高層ビルで，ショッピング・センター，賃貸オフィス，コンドミニア

ムからなる複合施設となる予定で，既に躯体工事は完了し，内装・外装工事に入っている。

所有者は，キンド開発建設投資株式会社(Kinh Do TCI Group)である。 

キンド・タワーは，2015年末に開業予定であったが，同タワーが隣接するバーディン広

場周辺は，ホーチミン廟，国会議事堂等の国家の重要施設が建つエリアであり，景観保護，

国防・治安維持等の理由から，バーディン区内では，建築物の高さは 11 階までに制限さ

れている。同区内において 2014 年に完成した新国会議事堂は，ホーチミン廟（21.6ｍ）

を超えないように建築された経緯がある中で，キンド・タワーは高さ約 69ｍに達している。 

マスコミの報道等をきっかけに，グエン・タン・ズン首相が管轄官庁に対し，キンド・

タワーの建築の合法性の調査を指示した。ハノイ市当局は，キンド・タワーが景観保護等

のための高さ制限に違反していると結論付けた。同タワーは建設認可の時点では高さ 53

ｍと計画されており，しかも同時点の設計では先端に向かって徐々に細くなる楔形のもの

であった。しかし，現在の同タワーは高さ 69ｍ，形も下階と上階が同じ形・大きさの長方

形であり，認可時の計画とは大きく異なっている。しかも，同タワーは建設許可が出る前

から建設が開始されたといわれている15。 

ハノイ市人民委員会は，10月 6日，ハノイ市建設局およびバーディン区人民委員会に対

し，投資主であるキンド開発建設投資株式会社に違法建築部分の取壊しを促すように指示

した。また，管轄官庁に対しても，監視を怠った機関および意図的に違法建築を行った投

資主を処分するよう求めた。投資主は調査結果を認め，違法建築部分の取壊しを約束した

と報道されている16。しかし，16ⅿ分を撤去するためには，1日 30人の作業員で約 6か月

かかり，日本円で約 5500 万円相当の費用がかかるといわれている。しかも，撤去対象と

なる建物部分は，既に１㎡当たり日本円約 45 万円で売却済みであり，今後は買主からの

                                                   
15 建設許可者が賄賂を得ていたとの指摘もあるが，同人は既に退職しているとされる。 
16 「ハノイ：政治中枢に建築中の高層ビル，高さ制限違反か」VIET JO 2015年 10月 8
日，10月 10日。 
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賠償請求も問題になりうる17。 

もっとも，違法建築自体はけっして珍しい現象ではなく，罰金を支払って追認を受けて

いるケースも少なくない。キンド・タワーの場合も，日本円で 50 万円程度の罰金を支払

えば，建築結果が追認されるものと踏んでいた節もある。にもかかわらず，キンド・タワ

ーについては投資主に取壊命令が出されたことについては，政治的背景の存在も指摘され

ている18。 

 

 
写真 14 ホーチミン廟（写真右手）から撮影したキンド・タワー（写真中央）。 

 

 

                                                   
17 もっとも，違法建築の建物部分の売買契約に基づく債務不履行（履行不能）を理由とす
る損害賠償請求は，契約無効等をめぐる論争も予想され（無効な契約の締結をめぐる損害

賠償請求。(a)買主から売主に対し，契約の有効を前提とする履行利益の賠償請求，売主か
ら買主の悪意／有過失を理由とする責任の否定／軽減，または(b)買主から売主の契約締結
上の過失を理由とする損害賠償責任の追及，売主から買主の過失相殺の主張等），それ自体

が新たな法律問題となる可能性も否定できない。 
18 キンド開発建設投資株式会社ほか，キンド・グループの副会長が華僑であることの影響
も指摘されている。 
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写真 15	 キンド・タワー近影。上から 5階部分が撤去予定である。 

 

 

写真 16	 キンド・タワー近影 2。 



 
 

41 

 
写真 17	 キンド・タワー周辺の看板。高級感ある内装がビルのイメージだった。 

 

	 （４）開発エリアにおける土地使用権の任意買収・強制収用をめぐる問題 

	 インフラ整備や開発特区における開発プロジェクトが活発に行われるようになる一方で，

土地使用権の任意買収および強制収用をめぐり，権利者と事業者との紛争も多発している

ことに留意する必要がある19。 

	 開発プロジェクト自体に対する反対運動もあるが，最も多い紛争は，開発行為自体は反

対ではないが，損失補償額をめぐり，事業者の提示する価格と権利者の主張する価格との

間に大きなギャップがある場合である。 

	 例えば，開発プロジェクトやインフラ整備のために土地使用権を売却した際の価格が仮

に 100万ドンであったとしても，開発後は価格が上がり，10倍以上（この場合は 1000万

ドン）になることもある。それが不公平であるとして，補償金の増額を求めて訴訟やデモ

が起こることもある。これに対し，政府は，損失補償額は毎年見直される土地使用権の公

定価格に準拠して計算されており，それを事業者が任意に交渉して増額することはできな

いという立場を貫いている。その結果，土地使用権の権利者は補償金の支払を受けても，

同種の土地を近隣で見つけることが不可能になっておいる。 

	 ここには土地の全人民所有という現行土地法制度と市場経済の導入による土地価格の上

昇という現実とのギャップが如実に現れている。これは社会主義的な土地の全人民所有の

                                                   
19 以下の記述は，2015年 11月 23日，ホー・スアン・フン氏へのインタビューによる。 
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下で市場経済化を進めるという開発の仕方の矛盾を示すものともいうことができ，法的正

義論の観点から重大な問題を提起している。 

 

 


