
スイス － 研究開発の拠点
はじめに
企業の成長を目標におき、新商品、サービスそして技術を探し求める企業にとって、研究
開発は不可欠です。もっとイノベーティブになるための研究開発への意欲を活用すること
で、投資利益をさらに高めることができます。また、ご自身の企業経営と幅広い経済活動
のため、長期的な価値と競争における優位性を創出する後押しが出来るようになります。

現今、グローバル化が進んだビジネスの世界では、有能で十分な資産を持つ外国企業の
みならず、現地の競争相手とも対峙しなければなりません。持続的な成功を願う企業にと
って、研究開発に後押しされたイノベーションが極めて重要な役割を果たすことが次第に
明確になっています。
 
研究開発活動をスイスに移転することにより、特別な切り札を使うことができるでしょう。
スイスでは、目的に適って整備され、突出した国際ネットワークを備えた教育・研究・イノベ
ーションの各センターを利用できます。これにより、スイスのビジネス立地としての質も絶
えず向上しています。

スイスは、洗練されたビジネス文化の他、高学歴かつ適応性に優れた国際的な労働力に
より、世界中で一目置かれています。その結果、国際競争力レポート等で常にトップにラン
クインしています。こうした成果につながるのは、スイスのイノベーションの力です。きわ
めて低い税率を誇る環境であることからも、知的財産（IP）には最適なロケーションです。

スイスを選ぶ理由

以下の事項が当てはまるならば、スイスには様々なメリットがあります：
• ライフサイエンスおよび情報通信技術（ICT）の分野で活動しており、トップクラスの研

究人材を獲得したいと考えている
• 知的産業企業であり、研究開発の投資利益率の上昇を求めている
• 学術・研究機関と提携し、優秀な研究者を引き寄せたいと考えている

研究開発支
GDP%、 2015年

国  パーセント
 イスラエル 4.25

 スイス 3.37

 日本 3.29

 スウェーデン 3.28

 ドイツ 2.93

 フィンランド 2.90

 米国 2.79

 オランダ 1.99

 EU28カ国 1.96

 英国 1.70

スイス連邦統計局 （BFS）、 2018年

オフィシャル・プログラム



研究開発での主要なトレンド

トレンド1：財務および事業戦略への研究開発の統合
研究開発と財務・事業戦略を統合させ、投資利益を上げるのは、知
識基盤型企業にとって主要課題です。言いかえるなら、 企業の財
務・会計とは別に行われる研究開発活動は収益が低く、 利益がマ
イナスになる可能性すら生じます。科学的な観点から見れば成功
とみなされるプログラムの場合でも、財務のリスクは存在します。

課題：
• 知的財産に由来する資本を効率的に活用する
• 効率的な登録および特許申請プロセスにより市場参入にかかる

時間を短縮する
• イノベーションのリズムを高めることで競争力に関して生じる損

失を回避する

スイスを選ぶ理由：
1. 知的財産の効率的な活用 

スイスには、知的財産における特許および商標使用料の課税
軽減に繋がるIPボックスを含め、多数の租税計画モデルがあり
ます。ニトヴァルデン準州では、知的財産のライセンスから得
られた純収入に対し1.2 ％の一律課税率が適用されています。
知的財産（IP）ライセンス収入の定義は、第3次法人税改正に
よって提案された現行案および国際租税の基準（OECD）に従
い、特許、ブランド、商標使用、並びに無形商品を含みます。

企業の設置に際し、スイスで知的財産にかかる税を処理する
ことも可能です。スイスではカントンの法律枠組みにおいて、
支社の設立にかかる片側での免税が保証されています。つま
り、外国に展開するスイス企業の支社の利益は、スイスでは課
税されないということです。これは原理的に0 ％の実効税率へ
と導きますが、実際5 ％から10 ％の本部配分が通常なされて
います。支社課税が低い国では、一般的な収入課税はゼロ、ま
たはゼロに近い税率が適応されています。ただし、それらの海
外支店として認められるには、十分な純資産価値が必要とされ
ます。このような課税モデルにより、支社利益（本部配分）の5
－10 ％がスイスで課税対象となる場合、結果的に実効課税率
が1 ％を下回る可能性があります。

知的財産マネジメント機能をスイスの会社あるいはスイス支店
に集約すれば、税制優遇が生じると同時に、非課税の優遇を多
数受けることもできます：
• 知的財産登録を必要に応じた期間に限定
• 不要な重複登記および関連コストの回避
• 管理費の削減
• 知識の集中および他部門のためのワンストップサービス
• 組織改編の際の移転の簡易化 

知的財産の移転が可能となる場合：
• 知的財産の販売または担保
• 知的財産会社の移転
• 対価を求めない投資 
• 支店への配分

2. 知的財産価値の下落 
スイスの税務署に商業的に正当化された場合（セーフハーバ
ー下落率に沿った場合、またはケースバイケースで認められた
下落率の場合）、下落は税控除対象となります。知的財産に関
するセーフハーバー率は会計原則により設定された5年間の下
落期間に沿い、20 ％（定額）もしくは40（漸減残高）です。知的財
産の性質により、他の下落体制が商業的に正当化され、課税率
を低下させる結果が生じることもあります。

3. 発明や商標の効率的な特許登記手続き
スイスの特許および医薬品登録機関は効率的で経験豊富で
す。世界知的所有権機関（WIPO）によれば、スイスの人口当た
りの特許出願数はトップです。

特許登録 
ヨーロッパ特許条約および国際特許協力条約（PCT）の加盟国
として、スイスは世界148か国（ヨーロッパ圏38か国を含む）での
特許保護を認可することができます。つまり、ひとつの国際特許
出願をジュネーヴにある世界知的所有権機関の国際事務局に申
請することにより、同時に世界148か国で発明の保護を求めるこ
とができるのです。

さらなる利点は、スイスで登記手続きを行う際に、経費節約を
することができるというものです。スイスは他国と異なり、開発
の新奇性に関して詳細な調査を実施しません。特許登記の認
可を得るには、発明自体が新型でなければなりません。

医療用製品および機器の登記 
スイスメディック（Swissmedic）では、スイスにおいて新たな治
療薬を導入するための販売ライセンス付与に約330日かかりま
す。特定の治療薬の場合、短縮された手続きをとることも可能で
す。スイスメディックは欧州医薬品庁（EMA）や企業と共同し、
効率性の点で高い評価を受けています。価格設定は連邦保健
省が行い、スイスでの総体的に高額の開発コストを考慮した上
で構成された価格設定モデルを活用しています。まずスイスで
営業ライセンスを求める医薬品製造会社は、これによって妥当
かつ手頃な価格で販売できるようになります。



事例：
ニトヴァルデン準州は、知的財産のライセンスから得られた純収
入に対し1.2 ％の一律課税率が適用されている唯一の州です。ニト
ヴァルデン準州に本社を構えているおよそ60社の知的財産会社
のうち、約50社が外資系です。

事例：
ネスレ株式会社（Nestlé SA）はスイス、ヴェヴェイ市に本社を置く食
品・飲料の多国籍企業です。この巨大コンツェルンの研究センター
は、世界中に34施設あります。そのうちの8施設が、スイス国内に設
置されています。これらの研究所では材料、食品科学および技術、
品質、安全性、健康科学、臨床開発の研究が行われています。ネス
レは研究開発支出の55 ％をスイスで投資しています。ネスレ・イン
ステュート・オブ・ヘルス・サイエンス（Nestlé Institute of Health 
Science）は、スイス連邦工科大学ローザンヌ校（EPFL）に隣接して
います。これにより、大学と研究機関が、各栄養成分と関連させな
がら健康問題や慢性病を研究することができるようになっていま
す。

バイオジェン（Biogen）はゾロトゥルン州のルーターバッハに最新鋭
のバイオ薬品の製造施設を建てました。この施設は、細胞の硫化培
養およびタンパク質精製に関するバイオジェンの最新のコンセプト
と結びついたものです。これにより、バイオ薬品を量産できるよう
になります。2019年の操業開始までに、400人ほどの雇用を新規に
創出する見込みです。

ウォルト・ディズニー・カンパニー（Walt Disney Company （Swit-
zerland） GmbH）はチューリッヒにコンピューターグラフィックス、
ステレオ、ディスプレイ、アニメーションおよびキャプチャー効果を
担当とするイノベーションラボを置いています。スイス連邦工科大学
のチューリッヒ校（ETH）とは密接に連携しています。ETHのコンピ
ューターグラフィックスラボとの協力により、ウォルト・ディズニーラ
ボは未来の動画（動画操作、動画コーディング、3D、並びに知覚学）
、計算映画撮影術、人間及び顔のアニメーション、そしてキャプチャ
ー技術等に関わることができます。さらに、ワイヤレス・ネットワーキ
ング、計算資材が提供されていることも強みです。チューリッヒ在住
の研究者とウォルト・ディズニー・カンパニーの事業チーム間のやり
取りは、空間的な隔たりにもかかわらず頻繁に行われています。

ブルーブレインプロジェクト（Blue Brain Projekt）はスイス連邦工
科大学ローザンヌ校（EPFL）主導の下で行われ、生物学とデジタル
技術を組み合わせて人間の脳を再構築し、シミュレートすることを
目的としています。脳のさまざまな器官の複雑な相互作用を調べる
ために、新たなツールとしてスーパーコンピューターを用いたシミュ
レーションが導入されています。

2. スイスのイノベーション支援機関（イノスイス、Innosuisse） は、
産学連携プロジェクトで必要となる研究開発費の最大50 %を
負担します。付加価値をもたらす活動をスイス内で行えば、資
金援助の対象となります。

特協力PCTに基づいた特申のい国トップ10
特申と前年からのの合%

国  2016 2017  %
    前年

 米国 56,594 56,624 ↗ 0.1
 中国 43,091 48,882 ↗ 13.4
 日本 45,209 48,208 ↗   6.6
 ドイツ 18,307 18,982 ↗ 3.7
 国 15,555 15,763 ↗ 1.3
 フランス 8,210 8,012 ↘ 2.4
 英国 5,502 5,567 ↗ 1.2
 スイス 4,367 4,491 ↗ 2.8
 オランダ 4,676 4,431 ↘ 5.2
 スウェーデン 3,720 3,981 ↗ 7.0

 特協力(PCT)、 2018年 

トレンド2： 共同研究
共同研究活動とは学界、研究所、そして民間セクターの間の密接
な協力関係のシステムを意味します。特に製薬およびバイオテッ
ク部門、さらに技術と工業の部門に関連します。こういった協力は
主に特定のロケーションで成立します。こうして物理的な距離の近
さ、コア・コンピテンス、優秀な人材や専門家、活動ベース、特殊な
基盤インフラ（物理的および知的インフラ）、工業構造をネットワー
ク化し、その利点を得ることができます。ひとつのクラスターが地
理的にまとめていることにより、技術的なイノベーションを加速す
る唯一無二の環境が作られます。これにより、新たなスタートアッ
プが誕生したり、投資を引き寄せたり、 さらには熟練労働力が多く
集まるなどの成果が生まれます。

課題：
• 共同研究をおこなう大学や研究のパートナーを見つけること
• 学界との共同研究を支える資金 

スイスを選ぶ理由： 
1. スイスの大学には、知識の伝達に関し、適切な構造や専門家

によって運営される組織があります。一般的には、企業との共
同研究に関し、2つのモデルのうち１つが適用されます。つま
り、契約か移転契約のどちらかが適用されます。ユニテクトラ
など、複数の大学で技術移転活動の支援をする特殊サービス
があります。これらのサービスでは、学界との共同研究を希望
する企業にワンストップサービスソリューションを提供してい
ます。



事例：
ノバルティス・バイオメディカル研究所（Novartis Stiftung für 
medizinisch-biologische Forschung）は世界をリードする製薬会
社、ノバルティスの最大の研究所です。約2,700人の研究者を擁
し、研究所はスイスのバーゼル市で自己免疫疾患、移植、炎症、筋
骨格疾患、神経科学、並びに腫瘍学に焦点を置いて新たな薬品を
開発しています。ノバルティスグループの事業の成功は、スイス
の医学の専門家、研究所、バイオテックおよび製薬会社、病院など
との協力関係がその一端を担っています。

ABB株式会社は電力・自動化技術の部門で世界をリードする企業
です。この国際コンツェルンは、14万人のスタッフを雇用していま
す。そして、100ヶ国以上の国々で事業を展開しています。ABBの
研究センターはスイスのバーデン市にあり、33か国からスタッフ
220人を採用しています。周囲の大学や研究所から、110人ほどの
研究者の協力を得ることもできます。

先日、ヒュンダイ・エレクトリック・スイスは、ヒュンダイ・エレクトリッ
クの電力ソリューションのための最先端の研究開発サービスセン
ターをチューリッヒに開設しました。この研究センターは、高電圧
関連製品の技術開発を進める施設です。この施設は、高技能を備
えたスタッフを雇用し、欧州内での高圧電技術関連分野のノウハ
ウを活用しています。そうして、およそ50人の高技能を習得したエ
ンジニアのために、最新の労働環境を提供しています。この研究
センターは、活動しやすく、安定した条件が揃った労働市場の恩恵
を生かすために、スイス国内に開設されました。

スイスのイノベーションに関する詳細
www.s-ge.com/innovation > Factsheet Innovation

トレンド3：有能な科学者や研究者を引きつける 
各企業のノウハウは競争のうえで利点となり、企業のイノベーショ
ンは成長の原動力です。競合性を保ちながら新たにイノベーティ
ブな新商品を市場に送り出すには、順応性が高い熟練した人材が
不可欠です。

課題：
• 魅力的な生活水準と労働環境により、有能な科学者や研究者を

引きつける

スイスを選ぶ理由：
• スイスには、非常にすばらしい生活水準や労働環境が あります。
• スイスでは学術研究者が高い給与を得ることができます。
• スイスに滞在する研究者が年間に公表する出版物の数は人口

1,000人あたり3.2件で、OECD全体で最も高い水準にあります。
• 上海大学による調査で、スイスは国民1人当たりの優秀な大学の

数が1位にランク付けされています。

スマートな
上トップ100にランクインした大学の国ランキング、2017年

国  Top20 Top100
 米国 16 48
 英国 3 9
 スイス 1 5

 オーストラリア 0 6
 ドイツ 0 4
 オランダ 0 4

 カナダ 0 4
 フランス 0 3
 日本 0 3

 アイルランド 0 1

上ランキング、 2018年
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