日越共同イニシアティブ・フェーズ７ 総括表

WT1-1（投資法・企業
法）

ＷＴ１－２

ＷＴ１－３

ＷＴ２（司法制度改善）

最終評価

項 目 概 略

項目番号

（詳細はワークシートの「４．行動計画」に記載）

最終評価コメント

◎

○

△

a)

投資・企業法の15条4項の改正案に、法律に反して与えられ
たインセンティブは、保護されない旨の規定が新たに規定さ
れたのは、大変遺憾である。
MPIが、法律に反してインセンティブでも投資家の信頼を守
るように、首相に提言をしたり、個別事案で投資家をサポー
トするオフィシャルレターを出しことは高く評価する。しかし、
法律に反するインセンティブを出したのは、ベトナム政府の
ベトナム政府は，過去に投資証明書，投資登録証明書によ
権限ある国家機関であり、投資家がそれが合法と信頼する
り与えられたインセンティブが，税法の規定等を理由に，遡
ことは当然であるため、国家機関の誤りから生じた損失を投
及的に廃止されないような運用をする。
資家に負担させることは日本の投資家の投資資産の公正
かつ衡平な保護に欠ける。引き続き、このような場合でも、
一旦与えられたインセンティブは保護する方策を取ることを
要請する。
また、権限ある国家機関がインセンティブを出す前に、税務
当局の確認を取るなど、法令に反するインセンティブを出す
ことを防止する制度を構築すること要請する。

△

b)

MPIが、インセンティブではない、投資家の合法的な利益を
法令の変更から保護する規定を投資法の改正案に規定し
たことを高く評価するが、これがMOF,MOJの反対で削除さ
れてしまったことは遺憾である。例えば、合弁会社て外資が
マジョリティーを得ていたという地位は、その後、外資が50%
投資法第13条を改正し，合法的な利益も保護の対象とする
未満とする法令の変更から保護されるべきであり、このよう
な合法的な利益は、何年以内に新法に合わせるという経過
規定のみでは保護できない。旧投資法や外国投資法でも、
このような合法的な利益が保護されていたことからして、同
様の規定を投資法に規定することを要請する。

△

a)

ベトナム側は、2名以上の社員を有する有限会社の投資登
録証明書と企業登記証明書の社員の出資分の変更、氏名
の削除手続きにおいて、合意どおりに出資を行わない社員
の参加をえずして、社員総会の決議をもって、必要な変更が
できることをオフィシャルレターで確認する。

日本商工会から、過去の質問状の法令を最新のものに書き
換えて、この論点に関する質問状をMPIに送付したが、まだ
回答が得られていない。
MPIの口頭による説明では、企業登録に関する新政令
Decree 108/2018/ND-CPとCircular02/2019/TT-BKHDに
よってこの点は解消されたとのことであるが、そのように解
することはできない。

△

a)

MPIが地方の投資計画局や企業登録局等に対して、啓蒙セ
ミナー等を通じて、是正措置を講じていることは高く評価す
る。しかし、MPIに書面で示したように、依然として、投資関
ベトナム側は、投資登録機関が投資法及び同政令に定めら
連当局からの不要な書類の要求は存在している。日本の投
れた以外の書類の提出を要請されることが無いように文書
資家が投資関連当局から不要な書類を要求された場合に、
で徹底する。
それをMPIに通報し、MPIが投資関連の当局に対して、是正
するよう書面で指導するシステムを構築することを要請す
る。

△

a-1)

ベトナム側（最高人民裁判所）は判例議決に基づく判例制度 複数回にわたる会合を通じて、ベトナム側は判例議決に基
の運用に関する情報を日本側に提供する。
づく判例制度の運用に関する情報を日本側に提供した。

日本側は、ベトナム側（最高人民裁判所）及びJICAとも協力
し、セミナーの共同開催などを通じ、可能な範囲で提供され
た情報をベトナムで事業活動に従事する日系企業に周知す
a-2)
るとともに、日系企業から判例制度に関して出される意見等
があれば、これをベトナム側（最高人民裁判所）にフィード
バックする。

ベトナムの判例制度を日系企業（のみならず外国企業）に周
知するべく、日本側は、ベトナム側から提供を受けたベトナ
ム語の判例を英訳し、引き続き他の案件についても英訳を
進めている。ベトナム側は、日本側から提供された英訳の
内容を確認後、最高人民裁判所のウェブサイトで英訳を公
開するべく、準備を進めている。

○

○

判例の英訳及びその公開を通じた判例制度周知のための
取組み以外に、セミナー開催等を通じた法の統一的な適用
ベトナム側（最高人民裁判所）は，法の統一的な適用に向け
a-3)
に向けた取組の強化について、ベトナム側と日本側で第7
た取組を強化し，日本側はベトナム側の取組を周知する。
フェース終了後も継続的に協議・検討することを予定してい
る。

○

2019.2.21の司法省民事執行総局との会合、2019.3.6の担保
ベトナム側（司法省）は民事判決等の執行及び担保制度の 制度に関するセミナー、2019.7.9の担保制度に関するセミ
運用に関する情報を日本側に提供する。
ナー等を通じて、ベトナム側は、ベトナムの執行・担保制度
の運用に関する情報を日本側に提供。

○

b-1）

日本側は、JICAとも協力しつつ、上記セミナー開催等につい
て日本企業に参加を呼びかけ、また、日本側は同セミナー
日本側は，提供された情報に対して，JICAとも協力し，日本
において意見表明を行い日本企業の意見をフィードバックし
b-2） 企業からの意見をとりまとめベトナム側（司法省）にフィード
た。また、現に勝訴判決の執行にあたって困難に直面して
バックする。
いる日本企業の案件について、日本側はベトナム側に情報
を提供した。
上記日本側からの情報提供に対し、ベトナム側（司法省民
ベトナム側（司法省）は，適正な判決等・担保権の執行の保 事執行総局）は支援を行った（もっとも同案件は未可決であ
b-3) 障の確保に向けた取組を強化し，日本側はベトナム側の取 り、第7フェーズ終了後も民事執行総局の継続的な支援が
組を周知する。
期待される）。
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○

○

×

－

日越共同イニシアティブ・フェーズ７ 総括表

ＷＴ３(土地法）

最終評価

項 目 概 略

項目番号

（詳細はワークシートの「４．行動計画」に記載）

a)

最終評価コメント

日本側は、日本の不動産登記制度及び不動産登記システ
ムに関する情報をベトナム側に共有する。
ベトナム側は土地法・民法典・電子政府に関する議決等今
後の行動計画(案）を日本側に共有する。

◎

○

3月15日のセミナーで実施済み。

〇

3月15日のセミナーで実施済み。MONREから改正土地法ド
ラフトを共有予定。

〇

c)

ベトナム側は、土地分野に関する法律（土地法改正、政令、
通達等）において、公示に基づいた経済活動の定着に向
け、不動産登記情報の公示制度を詳細化する。当該制度に
おいて、登記記録の方法や公示の方法を具体化し、土地使
用権および不動産に関する抵当権等を含めた登記情報を、
簡易な手続きでベトナム全土から確認可能とする。また制
度導入に向けた財源の明確化について検討する。

3月15日のセミナーにて、法整備の動向についてベトナム側
から共有。また、土地情報の公開に関する制度整備動向と
して、土地情報システム構築に関する政令ドラフト、土地の
電子取引に関する最新の政令ドラフトをベトナム側から共
有。日本側からコメントを実施。政令ドラフトの整備状況につ
いて確認。次フェーズで通達レベルの制度整備について議
論する方向で調整中。

〇

ｄ）

日本側は、不動産登記制度の整備による副次的な経済効
果についてベトナム側に共有する。

3月15日のセミナーで実施済み。

〇

b)

ベトナム側はSOE株式の売却にブックビルディング方式を導
WT４（国営企業改革・株
国家証券委員会ウェブサイトにパブリックコメント用に通達
a-1) 入するための通達（案）を十分な時間的余裕をもって日本側
式市場改革）
案を掲載する形で日本側に提供あり。
に提供する。
上記a-1)に対し，日本側は当該ブックビルディングが国際的
ブックビルディング通達について，日本側から越側に書面の
に見て妥当な方法で行い得るかどうかを関連法令も含め検
a-2)
形でコメントを発出すると共に，1月22日に直接国家証券委
討し、これら法令・通達（案）の見直しについてベトナム側に
員会に口頭でもコメントの趣旨や詳細を説明した。
コメントする。

〇

〇

本年6月に通達21号(SOE株式のブックビルディングによる売
却ルール）が施行されたが、同通達に基づきIPOまたは
Diventmentが実施された事例は未だ存在せず、今後の運
用状況を注視したい。（なお、同通達が機能する為には、そ
の上位規範である政令126号、32号の見直しが必要ではな
いかと思料する。）

〇

日本側は2月28日にセミナーを開催し，標準的なDDプロセス
と株式譲渡契約書のモデルについて財政省企業財務局を
はじめとした越側関係省庁（国家資本管理委員会，計画投
資省，国家証券委員会）に知見を共有した。越側からは「本
日本側は，政令126号,政令32号及びSSCが公布した4つの
日のセミナーの成果をもとに、内容を整理した上で政府に報
決定文書（決定853～856）をレビューし、SOEのIPO及び
告し、成果が法規制に盛り込まれるよう努力したい」旨返答
Divestmentにおける、①企業価値評価方法、②入札等の開
あり。
b-1） 始価格決定方法、③戦略投資家向け株式売却方法（デュー
デリジェンスの実施を含む）等について、国際慣行や日本の
また，日本側は3月27日にもセミナーを開催し，企業価値評
知見を踏まえ、ベトナム側に法令改正等の改善策を提案す
価の手法と評価結果の分析について財政省企業財務局を
る。
はじめとした越側関係省庁（国家資本管理委員会，計画投
資省，国家証券委員会）に知見を共有した。越側からは「本
日の資料及び日本側とのやりとりの詳細については、財政
省のリーダーにしっかりと報告したい」旨返答あり。

〇

a-3) ベトナム側は，上記a-2)を踏まえ必要な措置を講じる。

MOF(CFD)は年末までに政令126号（SOEの株式化に関する
ルール）及び政令32号（株式化終了後の元SOEの政府保有
株の売却に関するルール）の見直し案を政府に上げる予定
（フエ副首相指示）。
これに対し、日本側は10月11日に「政令126号と政令32号の
改正に関する提案書」をMOF(CFD)に送付済み。
現時点では越側にて改正案の内容を検討中。

b-2） ベトナム側は，上記b-1）を踏まえ必要な措置を講じる。

ベトナム側は、可能な限り早期に（遅くとも2018年内に）、十
ｃ-1） 分な時間的余裕をもって、証券法改正案を日本側に提示す
る。
日本側は、国際慣行や日本の知見等を踏まえつつ、株式市
ｃ-2) 場の質の向上等の観点から上記改正案に対しコメントす
る。
ｃ-3）

〇

改正証券法について，日本側から越側に書面の形でコメン
トを発出すると共に，2月28日に直接国家証券委員会に口
頭でもコメントの趣旨や詳細を説明した。

〇

SSCは「インサイダー情報」や「インサイダー取引」等の定義
を改正証券法の施行政令等においてより詳細に定めるべく
日本側は，c-1)の証券法改正案におけるインサイダー取引
検討中（JICA技プロで支援）。それ自体は望ましい動きであ
規制等の内容を検討した上で、国際慣行や日本の知見等を
ｃ-4）
るが、証券法自体が国会で審議中であり（今国会で成立予
踏まえつつ、オフィシャルレター等の形による同規制の改善
定）、施行政令の策定作業は法案成立後に本格化する。日
を提案する。
本側の提案も今後の政令案の策定作業にあわせ行うことと
したい。
ベトナム側は、上記c-4)を踏まえ、証券法の範囲内で、イン
サイダー取引規定等に関するオフィシャルレターの発行など
ｃ-5）
同上
の必要な措置を講じる。
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△

国家証券委員会ウェブサイトにパブリックコメント用に法案を
掲載する形で日本側に改正法ドラフトの提供あり。

ベトナム側は、上記c-2)を踏まえ、法案に必要な修正を加え
証券法改正案は今国会で成立見込み。
る。

△

〇

△

△

×

－

日越共同イニシアティブ・フェーズ７ 総括表

WT５（裾野産業）

WT６－１（労働）

（詳細はワークシートの「４．行動計画」に記載）

a)

b)

日越双方は、調達側、供給側が協力して取引開始が出来る
ようになることを積極的に支援する制度構築を検討し、越側
はそれを参考に制度構築を進める。

C）

越側は，担当省庁案を作成し、各省協議を実施の上、首相 ■越側が、政令１１１号、政令１２５号の改定を進めている。
府に提出する。（可能であれば国会提出まで実施）。
■制度・施策の実効性向上に関する継続した議論は必要。

a)

日越双方は，労働関連法令の問題点を解決するための話し
越側と定期的に会合を持てているので○となる予定
合いを継続的に行う。

c)
ｄ）
a)
b)

WT７（ＰＰＰ改正）

最終評価コメント

ベトナム側は，現行及び検討中の裾野産業支援施策を日本 ベトナム側からの情報を元に、日本側で政策全体の鳥観図
側に説明する。
を作成、日越双方で共有した。

b)

WT６－２（賃金）

最終評価

項 目 概 略

項目番号

日本側は，上記ａ）の実施にあたって日本の仕組みと経験を
共有する。
ベトナム側は，ａ）の議論結果を踏まえ，法令改正案への反
映，オフィシャルレターの発行等による運用の改善を行う。
日越は，法令規定の制定・改定前及びこれら以外の場合で
も，定期的な意見交換と具体的な検討を行う。
日本側及びベトナム側は、最低賃金の算定方法、決定プロ
セスについて議論を行う。
日本側は、a)の実施に際し、日本の経験を共有する。

ベトナム側は、a)の議論を踏まえ、最低賃金法及び細則の
c)
検討を行う。
日本側及びベトナム側は、最低賃金法及び細則の検討段
d)
階での意見交換を行う。
ベトナム側は，政令63号における公共投資事業（ＰＩＰ）がＰＰ
a) Ｐに転換されるケースにつき，ドナー国・機関との調整状況
を日本側と共有する。
ベトナム側は，政令15号に規定されていた投資契約や投資
登録証明書に関する条項が政令63号でどのように扱われる
b)
のか日本側に説明し，日本側の指摘に基づき，問題点を是
正する。
日本側は，上記ｂ）に基づき問題点を指摘し，是正提案を作
c)
成・説明する。
ベトナム側は，政令６３号に基づき，ＰＰＰ案件が各種マス
タープランに組み入れる必要があるか否かについて明らか
ｄ）
にする。また，組み入れが必要な場合はそのタイミング等に
ついても関連法令等の改正により明確化する。
ベトナム側は，外国投資家との契約における紛争解決条項
ｅ） において，ベトナム裁判所で解決する旨の条項を強制しな
いことを法令改正又はオフィシャルレターで明確化する。
ベトナム側は，民事訴訟法459条の施行法令における国際
ｆ） 商事仲裁判断の国内執行不承認事由の解釈明確化をオ
フィシャルレターで明確化する。
ベトナム側は，ＰＰＰ事業において，民間事業者からの「要求
ｇ) されていない提案（unsolidited proposal）」に対するインセン
ティブを法令に明記する。
ベトナム側は，プロジェクトファイナンス案件組成のために金
ｈ） 融機関の専門的知見を聴取する機会を設ける条項を関連
法改正時に盛り込む。
ベトナム政府は，土地使用権及び土地上の資産，プロジェク
ト設備を商業的に運営する権利に対して抵当権を設定可能
ｉ）
とした政令63号の規定に適合するように土地法等関係法令
の改正を実施する。

ｊ）

○

◎

■着手し易い制度・施策が具体的に動き出した。
・裾野産業発展センターが稼働
・企業データベースを構築
・ベトナム生産性向上ベストプラクティスを選定、等
■政令111号、政令125号の改定作業が動き出した。

○

○
◎

日本側資料の提供等を実施しているので○となる予定

○

一部の要望については、反映されている部分もあるので○
となる予定

○

議論は実施しているので○継続。

○

議論を実施していることから○とする。

○

専門家の派遣等について調整済み。

○

検討は実施しているので○となる見込み。

○

最低賃金法は制定されていないが、最低賃金に関する議論
は深まり、一部は改正労働法に反映されたので〇
＜最終レビュー内容＞
これまでWT7として指摘してきた準拠法・紛争解決／
政府保証／State Capital Contribution／Termination
Payment等に関して、最新PPP法案ドラフトをベースに意見
書を再度纏めてMPIに提出。
9月、10月には2度に渡り、JICAのアレンジで、上記4項目に
ついてKien経済常任副委員長と意見交換を実施し、上記4
項目に就いて協議。
Kien経済常任副委員長との議論を経て、より具体化した
PPP法案ドラフトに対する指摘事項をMPI Le次長に共有し
た。
12月以降もKien経済常任副委員長とは継続して定期的な意
見交換を行うとともに、現在の懸念事項を払拭すべく、引き
続きMPI Le次長との協議を続ける予定。
【第2回中間評価会合以降の主な取り組み】
8月22日
準拠法・紛争解決以外の政府保証／Terminationa Payment
等にかかる見解をMPI／Le次長宛に改めて提出。同日午
後、日越共同イニシアティブ第２回中間評価会合実施
8月26日
ミナー（＠国会議事堂）
（舩山リーダー出席）

経済常任委員会主催のPPPセ

9月24日
経済常任委員会のKien副委員長と準拠法・紛争解決に就い
て、意見交換（JICA／JBIC／舩山リーダー他出席）

○
〇

〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇

〇

10月16日
再度、経済常任委員会のKien副委員長と政府保証、
State Capital Contribution、
Termination Payment に関して意見交換
（JICA／JBIC／相良リーダー、舩山リーダー他出席）

ベトナム政府は，政府支出や政府保証を与えるＰＰＰ案件を
重要案件として事前に特定したリストを作成・公表する制度 10月25日
を構築する。
MPI Le次長と面談し、Kien副委員長との意見交換の
内容・結果について報告（JICA／JBIC／相良リーダー、舩
山リーダー他出席）
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◎

〇

△

×

－

日越共同イニシアティブ・フェーズ７ 総括表

WT８（ＬＮＧ活用
インフラ整備）

（詳細はワークシートの「４．行動計画」に記載）

最終評価コメント

◎

a)

パイプラインに関わる安全基準、道路下への建設作業実施
日本側は，LNG導入に伴う天然ガス配管設備の整備に関す
可否に関する法規制に関する日本側理解を、それぞれ商工 ◎
るベトナムの関連法令を調査し越側に確認する。
省、運輸省傘下道路総局へ確認済。

b)

日本側は，天然ガス配管設備の整備に関する日本の知見
を越側に提供する。

c)

商工省管轄の天然ガス配管等の安全基準改正については
目標達成済（2019年3月7日付No.25/2019/NĐ-CP）。パイプ
ベトナム側は，天然ガス配管設備の整備に関する関連法令 ライン埋設作業実施可否に関わる法令を把握できた一方、
の改正案を作成し，日本側に共有する。
それら法令に規定された手続きの効率化（審査期間の短縮
等）の可否については今後も検討を継続し、関係機関と協
議させて頂きたい。

ｄ）

パイプライン埋設作業については、上記c)のとおり、既存の
法令に基づく手続きが把握できた中、必要手続きを包括的
に整理したガイドラインを策定することについて、個別手続
日本側は，共有された改正案を踏まえ，法令等の改正後に きを所管する個別省庁は消極的。今後、外国企業が本分野
実施可能な事業を提案する。
の投資を検討するにあたり、複数にわたる法令と手続きを
網羅的に整理したガイドラインの策定について、外国投資促
進を管轄する計画投資省外国投資庁（FIA）がとりまとめるこ
との是非について、FIAと協議することを希望。

a)

日本側及びベトナム側は、サービス産業（教育業、美理容
業、写真撮影業、ブライダル業）において、日越で合意した
申請案件のモニタリングを行い，手続の改善について話し
合う。

WT９（サービス業）

b)

c)
9WT

最終評価

項 目 概 略

項目番号

パイプラインに関わる安全基準につき本邦安全基準を紹介
済み。道路下への建設作業実施可否に関する法規制に関
しては日本側での必要手続きと大きな相違なしと確認済。

モニタリング中の４事業については、当フェーズ期間中にお
いては、手続きの改善を必要とする問題は生じていない。

○

△

×

－

0

0

◎

○

△

◎

当フェーズ期間中も対象業種の進出は進んでいる。モニタリ
日本側及びベトナム側は，上記４業種以外のモニタリング， ングの枠組みを周知する取組は行ってきたが、特に同枠組
みを要する事例はなかった。他方、小売業と医療・介護業に ◎
手続改善を話し合う。
ついて、日越双方で既存の手順書を改定した。
「EC」と「カーディーラー」の2業種を新たに追加し、投資手続
日本側は，対象業種の追加を提案し，ベトナム側と話合い
きの手順書の作成を日越で行った。
◎
モニタリングを実施する。
52 項目

7

4

37

8

