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知的所有権保護

220億
スイスフラン

研究開発への投資
（スイス国内）

スイスのイノベーション力
概要
スイスが豊かである理由のひとつに、高いイノベーション力があります。スイスの国際的
な大企業および多数の中小企業は、研究開発に投資することで、製品、サービス、プロセ
スを改良する努力を、常に行っています。そのため、近年のスイスフラン高にもかかわら
ず、スイスの企業は、高い市場競争力を維持することができています。権威ある研究施設
の存在、市場のニーズに対応することができる製品を生み出す技術力と研究が、スイス
経済の成功要因となっています。知的所有権の基本的枠組み、様々なスペシャリストの存
在により、イノベーションを保護、管理するための条件を完備しています。
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スイスの研究開発予算
左は2015年の研究開発支出(位：10スイスフラン）、右は企業の分野の支出合（位： %）

 的支出
 企業の支出
 学、薬
 金属、械業
 情業（ICT）
 研究開発
 その他

出典: スイス邦 （BFS） 、 2017年
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研究開発（F+E）
• 知名度が高く、グローバルな大学（チューリッヒのETH、ローザン
ヌのEPF、つの研究機関、つの州立大学）は、スイスが誇る、優秀
な公立の基礎研究機関です。スイス発の技術·自然科学に関連
する研究刊行物は、世界中で頻繁に引用されています。

• スイス国立基金（SNF）は、全ての学術分野を対象に、年間47億
スイスフランの助成を行っています（2016年）。

• スイスでは、応用研究開発、公的および民間の研究プラットフォ
ーム、ネットワークの構築を国家的に支援しているため、企業と
大学機関の間における知識的、および技術的交流が、とても盛
んに行われています。

• スイスの企業は、多種多様な分野のテクノロジーを融合させる
ことができる、大変革新的な能力を有しています。例えば、デジ
タル化技術は、様々な経済セクターにとって、非常に重要な成長
要因となっています。精密機械産業では、製造プロセスの55％
で情報·電子アプリケーションが使用されています。スイスには
同分野に優れた専門家が数多くいます。

• スイスの職業教育システムにより、スイスには、技術的知識を有
する人材（検査技師、情報科学者、ポリテクニシャン等）が、豊富
に存在しています。彼らは、ハイテク産業における中心的な役割
を担っています。研究開発分野に携わる人材のうち、3分の1が、
大学機関ではなく、この職業教育システムによる教育を受けて
います。

• スイス·イノベーションパークはスイスのイノベーション国家とし
ての地位を守り、競争力を高めるものとして期待されています。
この施設は、連邦工科大学チューリッヒ校およびローザンヌ校の
周辺地域の2か所にあるハブ拠点と、アールガウ、バーゼル、ビ
ールの3か所にあるネットワーク拠点を活用し、2016年初頭に始
動したものです。

• 住民一人当たりの特許申請数では、スイスは世界でもトップクラ
スのひとつです。

• スイスは、EUの研究技術開発フレームワーク・プログラム（FP）
に参加しており、高い成果を上げています。2014年から2020年に
かけて計画されているEUの第7次研究技術開発フレームワーク・
プログラム（FR7）のなかで、1億7,240万スイスフラン（予算全体
の2.2％）が助成基金に分配されることが決まっています。特筆
すべきは、スイスのプロジェクト計画の審査通過率の高さです。

• 企業にとって、研究開発のための資金援助を受けやすいシステ
ムが完備されています。2016年のスイスにおける研究開発投資
は、3分の2以上が民間企業によって担われました（156億スイス
フラン）。

• スイスのイノベーション促進エージェンシーであるイノスイス
（Innosuisse）は、経済と市場の共同作業を支援しています。同
組織は、そのための目的に応じてイノベーションのためのプロ
ジェクト、ネットワークの構築、職業教育、そしてコーチングを提
供しています。イノスイスは、年間で約2億スイスフランを補助金
として予算を組んでいます。その大部分は、イノベーションのた
めのプロジェクトの支援に使用されています。

• 遂行中の研究開発にかかる支出は、必要経費として免税対象に
なります。さらに、企業は課税対象収益の最大10％（最大100万
スイスフラン）を、今後の研究開発を第三者に委託するための
繰越金として蓄財することができます。
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出典： イノベーションのための国事（SBFI）、2017 年
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• スイスのスタートアップやスピンオフ企業は、トップクラスの研
究機関のサポートを受けることができます。また、テクノパー
クアリアンツ（Technopark-Allianz）など、数々のテクノロジー・パ
ークやイノベーション・パークといったインフラストラクチャーに
アクセスすることができます。

基本条件と市場アクセス
• スイスの安定的でリベラルな法制度により、知的所有権の保護
や研究開発活動への投資に関して安全性を確保することができ
ます。国内外から低コストで容易にアクセスできるため、スイス
は国際協定における仲裁の場として頻繁に選ばれます。

• SwissMadeと記されることは、品質、精度、安全性、信頼の証にな
ります。スイス製の製品は国外で高く評価されており、高値で取
引されています。

• スイスは、知的財産権を保護する主要な国際知的所有権協定、
ジュネーブに本部を置く欧州特許庁（EPA）や世界医的所有権機
構（WIPO）等の組織に加盟しています。このような保護システム
が存在するため、スイスでは、代理人や代理機関を介さずに、知
的所有権に関連する登録を直接行うことができます。

• スイスの知的所有権保護に関する登録手続きは、とても簡単で
効率的です。

• スイスの企業は、知的所有権の専門家に簡単にアクセスするこ
とができます（例：特許弁護士）。こういった場合も、スイスの多
言語環境によって、EU域内など国境を越えた取引の場でメリッ
トがもたらされます。

• 諸外国（例：ドイツ）にある経済立地とは対照的に、スイスでは
知的財産の移転に関する法的規制を設けていません（売買、ラ
イセンスの認可、フランチャイズ、担保権等）。

• 業務を遂行する際や雇用契約の義務を果たす際に社員が考案
した発明や意匠は、スイスの法制度においては、雇用主に所有
権があるものとされます（債権法第332条）。これに対し、諸外国
では従業員にその所有権があると定義されています（例：ドイ
ツ、オーストリア）。

スイスの知的所有権管理
スイスではライセンス管理協会が全てを管轄しており、知的財産
権の管理や使用のための理想的な法的・財務的条件がそろってい
ます。

• ライセンス収入が国内に集中しているのか、国外に集中してい
るのか、もしくは企業グループ内に集中しているのか、または企
業グループ外に集中しているのかといった観点によって、ホー
ルディング、親会社、子会社、合同企業におけるライセンス収入
は、減税の対象になります。

• 知的財産を国外からスイスに移転する場合、スイスでは課税対
象にはなりません。

• スイスは、二重課税防止のための協定を他国と結ぶなど（約110
の協定）、しっかりとしたネットワークを完備しています。また、ラ
イセンス収入も、この二重課税防止の対象となっています。

• スイスでは、ライセンス料および利払いは源泉税の徴収対象と
はなりません。また、基本的に付加価値税の義務も免除されま
す。

• 知的所有権は、5年を経過することで減価償却できます。

• さらに、単一のライセンス管理協会による知的財産管理の集約
により、様々な戦略や管理技術に関わるメリットを活用すること
ができます（管理費の低減、知的財産ポートフォリオの効率的な
管理、移転の簡素化、高い安全性を有する法制度によるリスクの
軽減、国際特許組織へのアクセス等）。

イノベーション力の国
イノベーション指（Global Innovation Index）ランキング、 2017年

国  
 スイス 1

 オランダ 2

 スウェーデン 3

 英国 4

 シンガポール 5

 米国 6

 フィンランド 7
 デンマーク 8
 ドイツ 9

 アイルランド 10

出典: Global Innovation Index、 2018年



最新の動向
• スイス国会は、未来ファンド（www.zukunftsfonds.ch）を設立す
る提案を全州議会に要求しました。これにより、将来の経済を担
うセクターのベンチャーキャピタルへの投資が期待されていま
す。

• 二国間協定は、スイスの企業のEU圏内の市場や労働市場への
参入、およびEU研究支援プログラムへの参加を保証するもので
す。現在、スイスとEUの間では市場アクセス、専門知識を有する
人材の雇用、共同研究の実施に関する基本的枠組みを保持する
ための交渉が行われています。

• スイスは現在、法人税制の改正を進めています。その目的は、
企業にとって魅力的な環境を整え、課税方式を世界標準に適合
させることです。連邦財務省（EFD）は税制法案17（SV17）に沿っ
て、新たな提案を行っています。この改正案は、早ければ2020年
に施行されると見られています。施行が決まるまでは、スイス国
内で現行の魅力的な税制が引き続き適用されます。

官公庁
連邦教育研究イノベーション庁省
www.sbfi.admin.ch

スイス国立基金
www.snf.ch

連邦技術革新委員会
www.kti.admin.ch

スイス学長協議会
www.swissuniversities.ch 

スイス大学外部ネットワーク　
www.swissnex.org

知的財産庁
www.ige.ch

世界知的所有権機関
www.wipo.int

欧州特許庁
www.epo.org

イノベーション及び起業支援
www.agire.ch
www.baselarea.swiss
www.swissparks.ch
www.switzerland-innovation.com 
www.technopark-allianz.ch

協会、ネットワーク
研究とイノベーションのためのポ
ータル
www.myscience.ch

創造力と革新力のためのアクション
グループ
www.idee-suisse.ch

SwissTransitLab
www.swisstransitlab.com

出版物
スイス民間経済の研究開発
www.bfs.admin.ch

スイスにおける研究とイノベーシ
ョン
www.sbfi.admin.ch

国際研究協力およびイノベーショ
ン協力
www.sbfi.admin.ch

スイス商標、特許、意匠登録
www.swissreg.ch

知的財産がテーマのスイス法律集
www.admin.ch

Thouvenin法律事務所の知的財産
関連出版物
www.thouvenin.com

S-GE資料
事業展開ハンドブック
www.s-ge.com/
handbookforinvestors
 

このファクトシートはThouvenin法
律事務所の協力によって作成され
ました。

2018年9月

問合せ先、追加情報ライセンスボックス制度
• 計算例：純ライセンス収入の利潤税率は、正規の利潤税率6％
の20％に固定されています。本制度の適用により、対象所得に
対する実効税率は8.84％（税引き後）のみとなります。

• 減税措置は広い範囲の無形資産に適用され、国際的に認知され
たOECD基準（著作権、特許、商標権、意匠、工程などのライセン
ス料）と同様です。

• 減税措置は、承認手続き中の知的財産にも適応されます。特許
取得までに何年もかかるような発明に関する特許の場合は有利
に働きます。

• この制度はすべての法人に適用されます。この場合、会社形
態は問いません。

• 研究開発が現地で行われているかどうかは問われません。国外
で得たライセンス収入への源泉徴収税は、現行の二重課税協定
により控除されます。

Switzerland Global Enterprise
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