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第 3章 技術移転／使用許諾（実施許諾） 

 

マレーシア政府は自国の技術力をさらに高め、自国のさまざまな産業への最先端技術

移転を促進するため、多大な努力を行ってきた。マレーシア政府は外国からの投資（特

に合弁企業プロジェクト）を歓迎し、多国籍企業がマレーシアの産業発展に主要な役割

を果たすことを認識している。多国籍企業からは、必要性の高いテクノロジーや経営管

理に関する技術提供を受けることができる。 

このマニュアルでは、「技術移転」とは技術の提供者（海外事業者）から被提供者（国

内事業者）に対する技術の移転を指す。 

技術移転にはいくつかの方法がある。 

a) 実施（使用）許諾 

b) 合弁会社／国内企業への投資 

c) コンサルティング契約／経営管理委託契約 

 

I. 国内の技術移転先に対する出資 

 

外国の技術提供者からの出資に伴い技術が移転される場合には、通常合弁事業の形態

をとる。外国の技術提供者は、通常は有限責任会社の形式による新たな合弁会社の株式

を、現地法人とともに引き受ける。マレーシアで事業拠点を確立したいと考える外国企

業は合弁事業を模索するのが通常である。 

技術移転の対価は、ロイヤリティ形式をとることができる。これは新規の合弁事業体

から、技術移転と引替えに直接、外国の技術提供者に対して支払われる。技術は基本的

レベル（必要不可欠なものとして）で、外国の技術提供者からこの新規の合弁事業体に

対して実施許諾される。外国の技術提供者はまた、この合弁事業体の持分共有者又は株

主であり、したがって、提供された技術に基づいて合弁事業体が得た利益の分配を受け

る。 
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II. 実施（使用）許諾による移転 

 

技術の実施許諾とは、許諾者が被許諾者に対して、一定の額のロイヤリティ支払を条

件として、一定の製品の製造技術を実施する権利を付与することをいう。これは必ずし

も国内ライセンシーへの出資が必要とされるわけではない。外国ライセンサーが有する、

技術に対する権利が直接的にライセンスされることもありうる。 

ライセンシングのスキームにおいて通常利用されるライセンスの種類は、さらに細か

く分類することができる。こうしたライセンスの特徴や対象技術は共通することもある。 

 

A. 技術支援及び技術情報 

技術支援やノウハウの移転方法には、以下のようなものがある。 

a) 機械の購入（機械の試運転、設置及び維持管理の支援） 

b) 特許（物の発明・方法発明）、ノウハウ 

どちらの移転方法によっても、外国の技術提供者から貴重な技術的知識及びノウハウ

が提供される。このような技術・ノウハウには特許性がある場合とない場合があるが、

企業の独占的秘密情報として保護されることが多い。 

国内の被提供者による機械購入の場合には、外国の技術提供者は、操作マニュアルの

提供や現場での訓練を通じて、機械の使用及び操作方法を提供する。このようなノウハ

ウ・技術支援は、機械販売とは不可分な要素として（特に機械の作動、設置及びアフタ

ーサービスの一部として）提供されるのが一般的である。このような場合には、機械購

入価格にはそのノウハウの使用許諾が明示的又は黙示的に含まれている。 

外国の技術提供者によって、契約終了後の機械の使用が制限される場合がある。機械

販売と受託製造・技術提供者への完成品再販売とがタイアップされた取引の場合、この

ような制限は、提供者が機械を買い戻し、技術移転先に補償することによって行われる

場合が多い。 

マレーシアでは、当事者間の契約が終了すれば、取引制限による競業避止条項は効力

が消滅する。しかし、国内の被提供者が引き続き利用できるのは、提供されたノウハウ

のうち、マレーシアの秘密情報又は特許の関係法令による保護の及ばない範囲に限られ

る。このため、外国の技術提供者は、国内の被提供者による情報の使用を制限し、ノウ

ハウが常に秘密情報として保護されるよう確保することが多い。信義則は、その技術ノ

ウハウが機密を保持したままであれば、ライセンス供与契約の終了後も営業秘密を保護
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している。これは、当事者が明示的にその保護から除外されていないならば、契約から

独立したコモンロー上の責任であるのである。 

研修が必要な場合に、技術の被提供者が、外国から派遣された人員のマレーシア滞在

費、又は必要な場合には従業員が技術提供者の本国で研修を受けるための滞在費を負担

することが普通である。研修は通常、被提供者による追加料金の負担なしで提供される。 

ロイヤリティは、特許権者によってライセンス契約に基づき提供される特許権及びノ

ウハウの利用に対して課される。研修費は通常、特許ライセンシーが負担する。 

 

B. 商標ライセンス 

上記で説明した特許及び独占的技術情報のライセンスに加えて、商標ライセンス及び

著作権ライセンスも、マレーシアでは一般的な技術移転方法である。 

 

具体的には、商標ライセンスの場合には、ライセンサーからの技術移転は特定の製品

に関連して、ライセンシーが製造し対象商標を付して販売する製品に対するライセンサ

ーの品質管理義務の一環として行われる。 

 

特許の対象となる製品・方法は、必ず特許権者の有する商標を付して販売されるため、

特に製品が世界各国で販売され、ライセンサーにとって統一性が重要である場合には、

商標及び特許のライセンスは同時に行われることがある。 

 

III. コンサルタント及び経営管理 

 

技術移転の場面では、このような取り決め、すなわち一定の経営管理料の支払いを条

件として経営管理サービスを提供するという内容の条項が、特許ライセンス契約又は技

術支援契約の一部として盛り込まれていることがある。現地工場・会社の経営管理の支

援強化のため、特許権者又は技術提供者の人員を派遣する場合には、個別のコンサルタ

ント契約が利用される。 

専門のコンサルタント業者又は企業は、ライセンス取引においても各自の専門能力に

基づいて業務委託されており、サービス業者である場合が多い。これは間接的にはノウ

ハウの移転にあたる。このようなコンサルタントにマレーシア国内で業務委託するので

あれば、政府から承認及び労働許可証を事前に取得する必要がある。 
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IV. 技術移転契約 

 

以前は、技術移転契約には政府当局による承認が必要であり、ライセンスの許可を得

るには、適切な必要条件を技術移転契約に含める必要があった。しかし、2002年現在、

当事者が技術移転契約を締結する場合は事前にそのような承認又は同意を取得する必

要はなくなった。 

現在では、当事者は両者間で締結した契約書の条項のみに拘束されることとなってい

る。承認要件を廃止することによって、政府は当事者間の取引契約への介入を中止し、

契約の内容は当事者間で自由に定めることとした。 

 

以下の図は、マレーシアでの技術移転についてまとめた簡単な説明である。 

 

特許、商標、意匠など、登録を要する知的財産権の保護 

 

政府機関（大使館など）、技術ブローカー、展示会又は知的財産公社（MyIPO）におけ

る調査を通じて国内のライセンシー又は外国ライセンサーが行う技術の調達 

 

合弁事業、技術支援・ノウハウのライセンス付与、コンサルティング／経営管理サービ

ス契約など、ライセンスの構成及び形式の決定 

 

V. 政府の方針と優遇措置 

 

国際貿易産業省（MITI）は、製造許可が必要な技術移転の管轄政府官庁である。製造

許可の付与は、1975年産業調整法（Industrial Coordination Act 1975）に基づき行われ

る。MITIの執行機関は、産業調整法の施行を担当するマレーシア工業開発庁（Malaysian 

Industrial Development Authority, MIDA）である。  

1975年産業調整法に基づく製造許可の申請が必要とされるのは、資本金が 250万マ

レーシア・リンギ以上であるか、又は正社員を 75人以上有する会社に限られる。 
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A. 1975 年産業調整法 

同法では、MIDA の許可を得ない限り、いかなる製造事業も実施が禁止されている。

これに違反すると、2,000マレーシア・リンギ以下の罰金又は６ヵ月以下の禁錮、さら

に、当該違反行為が継続する期間中 1日当たり 1,000マレーシア・リンギ以下の罰金の

刑に処される。この許可は、特定の工場や製造活動拠点のみを対象とする。 

 

裁判所は、同法違反の合理的な疑いがある場合、製品及び製造設備の捜索・差押えを

命じる権限を有する。製造許可の申請には、所定の書式が定められている。  

 

B. 優遇措置 

マレーシア政府は、多岐にわたる産業分野に優遇措置を提供している。製造業・ハイ

テク業界向けの主な優遇措置は「パイオニアステータス」（Pioneer Status）の認定又

は「投資税額控除」（Investment Tax Allowance、ITA）の付与である。 

「パイオニアステータス」を獲得した企業は、５年間、法定所得の 30パーセントに

対してのみ課税されるという優遇措置を受けることができる。法定所得とは、総所得か

ら、収益を得るための支出と資本控除を差し引いて得られた金額である。また、投資税

額控除とは、会社が、工場又は設備などのような適格設備投資額のうち、それが最初に

発生した日から５年以内に発生したものについて、その 60%に相当する控除枠を与え

られるというものである。この控除は、会社の法定所得の 70%と相殺するために利用

することができる。 

1986 年投資促進法（Promotion of Investments Act 1986）では、マレーシアで設立

された小規模製造企業のうち、資本金が 50 万マレーシア・リンギ以下でかつ国内資本

が 60 パーセント以上であるものに対する追加的な優遇措置を定めている。このような

会社は「パイオニアステータス」の適格を有し、法定所得の 100%に対する所得税の免

税措置を５年間受けることができる。さらに、５年以内に発生した適格設備投資額の

60%に相当する投資税額控除を受けることができる。 

パイオニアステータスの適格対象となるのは指定業種であり、その範囲は農業及び関

連活動から、ゴム、ヤシ油製品、化学製品、石油化学、繊維、機械、電子製品にまで及

んでいる。 

優遇措置は、さらに、奨励対象事業、又は新興技術分野の奨励対象製品（電気電子製

品、機械・部品の製造、化学薬品の製造など）の製造事業に従事するハイテク企業にも
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与えられる。こうしたハイテク企業は、パイオニアステータス及び投資税額控除の対象

となる。ハイテク企業がこの優遇措置を受けるためには、次の基準を満たす必要がある。 

a) 総売上高に対する国内研究開発支出額の割合が年間 1 パーセント以上であるこ

と。企業は開業日から 3年間以内にこの要件を充たすことが求められる。 

b) 企業の全従業員の 15%以上が、関連分野で５年以上の経験を持ち学位のある科

学・技術スタッフで構成されていること。 

技術開発計画（Technology Development Programme）に基づき、マレーシア技術開

発公社（MDTC）によって提供される政府の技術取得基金（Technology Acqusition Fund、

TAF）を利用することができる。この基金は、マレーシアの産業部門が外国から戦略的

技術・関連技術を習得しやすくするために設立された。この計画の目的は、マレーシア

国内技術の実用化を促進するほか、国内企業の競争力の強化にある。この基金はまた、

民間部門による技術レベルと生産プロセスの強化を促進するための資金ともなってい

る。また、企業が、高コストでリスクを伴う技術開発段階を回避するのにも役立ってい

る。マレーシア企業は、同省に対して、新製品の開発に必要な外国の知的財産権及び技

術の取得対価に充てる資金を申請することができる。TAF の助成金申請にあたっては、

技術提供者と会社（技術被提供者）との間の条項（ライセンス料、ロイヤリティ、独占

権、販売地域、仲裁、契約期間、支払いスケジュール、プロジェクトの達成指標、撤退

条項など）を明記した契約書ドラフトが必要となる。 

 

VI. ロイヤリティへの課税 

 

1967 年所得税法（Income Tax Act 1967）第 2条では、ロイヤリティは以下の実施

又は実施権の対価として支払われる金員であると定義されている。 

a) 著作権、芸術的若しくは科学的作品、特許、デザイン若しくは模型、図面、秘密

の方法若しくは製法、商標、又は、ラジオ若しくはテレビ放送用のテープ、映画、

フィルム、ビデオテープその他の複製手段（そのフィルムやテープがマレーシア

国内で利用若しくは複製され、又はその予定である場合）、あるいはその他これ

らに類する資産又は権利。 

b) 技術的、工業的、商業的又は科学的な知識、経験又は技能に関するノウハウ又は

情報。 

c) 上記の定義条項に定める資産、ノウハウ又は情報の譲渡によって得られた所得。 
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通常、特許権使用料の支払いには次の 2 種類がある。 

a)  一括払い 

b)  定期的なロイヤリティ支払い 

以前、技術移転契約に関連して政府の許可が必要とされていた際には、ロイヤリティ

支払条件とその金額に関する厳格なガイドラインが定められていた。政府ではこのよう

な要件は現在課しておらず、契約当事者は自由にロイヤリティ金額を決定することがで

きるようになった。 

源泉徴収税は、マレーシア非居住者（個人／団体）が受領した所得に課せられる税金

である。マレーシア国内で事業を行い、かつ、税法上はマレーシア居住者に該当する支

払者（個人／団体）は、提供された役務／技術的助言／賃貸に対する支払い、又は動産

の使用契約に基づくその他の支払いに関して、非居住者である支払受取人に対して支払

いをする場合には、源泉徴収をしなければならない。 

1967 年所得税法の第 109条では、支払者が非居住者である受取人に対して支払義務

を負う場合（非居住者である芸能人の所得を除く）、支払者は所定の比率に基づく源泉

課税をその支払金額から控除し、その支払いが非居住者である受取人に対して行われて

から 1ヵ月以内に、その税金を歳入庁長官に支払うことと定めている（この税額の控除

の有無を問わない）。 

非居住者である受取人に支払われるロイヤリティの総額は、マレーシアと日本間の二

重課税防止条約に基づく 10 パーセントの源泉徴収税の対象となる。これが最終的な納

税額である。この源泉徴収税の支払いは、様式 CP37に必要事項をすべて記入し、非居

住者である受取人が発行した請求書の写し、さらに、非居住者である受取人への支払い

日付を証する支払書類の写しを添えて行わなければならない。 

 

VII. フランチャイズ契約 

 

マレーシアにおけるフランチャイズ販売は、1998年フランチャイズ法（Franchise Act 

1998）によって規制されている。マレーシアでは、フランチャイズ権の売却・購入の

申し込みが国内で行われ国内又は国外で受諾された場合、あるいは、その申し込みが国

外で行われ国内で受諾された場合であって、かつ、フランチャイズビジネスがマレーシ
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アで運営され又はその予定である場合には、当該フランチャイズ権の売却はマレーシア

で行われたものとみなされる。 

フランチャイズ法により、フランチャイズ契約の内容が規制されるだけでなく、フラ

ンチャイザー、フランチャイジー、フランチャイズ・ブローカーの登録に関する体系的

な制度も実施されており、フランチャイズ業界が厳しく規制されている。 

ある事業取り決めがフランチャイズ法に定める「フランチャイズ」に該当するために

は、以下のすべての要件を充たす必要がある。 

a) フランチャイジーが、フランチャイザーの定めるフランチャイズ制度に従って事

業を運営すること。 

b) フランチャイザーが、フランチャイジーに対して、知的財産権の使用許諾をする

こと。 

c) フランチャイザーが、フランチャイズ制度に従い、フランチャイジーの事業運営

に対して継続的な支配権を行使する権限を有すること。 

d) フランチャイザーが、フランチャイジーに対して、事業運営上の支援をすること。

この支援には、材料及びサービスの供給又は提供、研修、マーケティング、営業

上・技術上の支援などが含まれる。 

e) フランチャイジーが、フランチャイズの対価として、手数料又は何らかの形式の

非金銭的対価を供すること。 

f) フランチャイジーが、フランチャイザーとは別個に事業を運営すること。 

フランチャイザーは、他人に対してフランチャイズ権の売却の申し出を行うには、登

録官に対してフランチャイズ登録をする必要がある。フランチャイザーは、登録申請前

に、自己のフランチャイズ権に係る商号又はサービス・マークの登録を済ませておかな

ければならない。フランチャイザーは、所定の申請書に下記の書類を添付し、登録官に

提出することによって、フランチャイズ権の登録申請をしなければならない。 

a) 必要事項をすべて記載した完全な情報開示書面。 

b) フランチャイズ契約のサンプル。 

c) フランチャイズの運営マニュアル。 

d) フランチャイズのトレーニングマニュアル。 

e) 申請人の監査役及び取締役による最新の監査済み会計帳簿、財務書類、報告書が

あればその写し。 
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f) その他、登録官が申請の審査に必要と判断する情報又は書面。 

登録官は、登録申請を承認するにあたって条件を課すことができる。フランチャイズ

権の登録は、登録官が申請人又はフランチャイザーに対し書面通知によってフランチャ

イズの中断、終了又は禁止を命ずるか、フランチャイズ権の売却又は登録を拒否しない

限り、効力が継続する。 

フランチャイズ法では、外国フランチャイザーがマレーシアにおいて、又はマレーシ

ア国籍の者に対してフランチャイズを売却する際には、事前に登録官の承認を受けなけ

ればならないとされている。 

外国フランチャイザーとフランチャイズ契約を締結するに際しては、その者のマレー

シアのフランチャイジーについては、外国フランチャイザーのフランチャイジーとして

の指名後直ちに登録をしなければならない。これは、登録官が外国フランチャイザーに

対して指示や条件を実行するのは難しいため、マレーシアのフランチャイジーを通じて

フランチャイズを規律しやすくするために設けられたものである。登録官は、マレーシ

アのフランチャイジーに対して、必要と判断する条件を課すことも可能である。マレー

シアのフランチャイジーが主要フランチャイジーに指定されている場合、そのフランチ

ャイジーは、マレーシアにおいてフランチャイズ権を付与する前に、自己をフランチャ

イザーとして登録することも義務づけられている。 

フランチャイズ・ブローカーは、所定の書式を用いて、また、自己が指名した担当者

又は代理人に関する情報を登録官の要求に応じて記載した上で、自己について登録を受

けなければならない。 

フランチャイズ契約は書面で締結するものとし、以下の条項を含めなければならない

（但し、これらに限られない）。以下の条項が含まれていなければ、契約は無効とする。 

a)フランチャイズの対象となる商品及び事業の名称及び説明。 

b) フランチャイジーに対して与えられる、対象地域における権利。 

c) フランチャイズ手数料、広告料、ロイヤリティ、その他これに関連してフランチ

ャイジーに課される支払い（ある場合）。 

d) フランチャイザーの義務。 

e) フランチャイジーの義務。 

f) フランチャイジーの有する商標の使用権その他の知的財産権（出願中のもの又は

フランチャイズ登録を待って発生するもの） 
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g) フランチャイジーが、フランチャイズに基づく権利を譲渡する際の条件。 

h) クーリングオフ期間に関する言明。 

i) フランチャイザーが所有する又はこれに関連する標章その他の知的財産権で、フ

ランチャイズに利用されるものに関する説明。 

j) 契約が主要フランチャイジー契約である場合には、フランチャイザーの情報、並

びに主要フランチャイジーがフランチャイザーから付与された権利の説明。 

k) フランチャイザーから提供される支援の種類及び詳細。 

l) フランチャイズ権の有効期間及び更新期間。 

m) フランチャイズ契約の解除又は満了の効果。 

フランチャイズ契約には、クーリングオフ期間を定めなければならない。これは契約

の両当事者が決めるが、7営業日以上としなければならない。この期間中は、フランチ

ャイジーは契約を解除する権利を有する。クーリングオフ期間中にフランチャイジーが

契約を解除した場合、フランチャイジーは初回手数料から差し引くことにより、契約作

成にかかった合理的な費用を回収することができる。それ以外の支払いはすべてフラン

チャイジーに返金しなければならない。フランチャイズ権の有効期間は 5年以上とする。 

フランチャイザーがフランチャイジーに対して、フランチャイズの宣伝広告目的での

支払いを要求する場合、フランチャイザーは広告宣伝用の資金を積み立てなければなら

ない。この資金は、別の口座で管理するものとし、フランチャイズに基づく商品宣伝の

目的に限り利用することができる。 

フランチャイジーは、フランチャイザーに対して、以下のことを保証する書面を交付

しなければならない。フランチャイジー及びその従業員が、オペレーションマニュアル

に記載された情報、又はフランチャイザーが実施したトレーニング受講中に知った情報

を第三者に開示しないこと、また、フランチャイズの有効期間中とさらにフランチャイ

ズ契約の中途解除又は満了後 2年間は、フランチャイジーが運営するフランチャイズ事

業に類する別の事業を実施しないこと。 

フランチャイズ契約の条件又は規定のうち、フランチャイジーに対してフランチャイ

ズ法の規定の遵守に関する権利の放棄を求めることを意図するものは、無効とする。 

フランチャイズ法では、さまざまな違反行為とそれを行った場合の罰則が定められて

いる。罰則は、罰金若しくは禁錮又はその併科による。罰金額及び禁錮の刑期は、違反

行為の重大性、あるいは同法に具体的な刑罰の規定があるかどうかによって変わってく
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る。また、刑罰を科すにあたっては、違反の実行主体が個人か法人か、あるいは常習的

な違反であるかどうかも考慮される。 

担当官は、フランチャイザー、フランチャイズ・ブローカー又はフランチャイジーが

法を遵守しているかどうか判断する目的で、これらの業務を調査することができる。治

安判事（Magistrate）は、フランチャイズ法に定める違反行為が特定の施設において実

行されており又はそのおそれがあると判断する合理的な理由を認める場合には、担当官

に対して、合理的な時間帯であればいつでも、協力を得て又は協力なしで、また、必要

であれば実力を行使してその施設に立ち入ることを許可する旨の令状を発することが

できる。令状の取得が遅れることにより捜査に悪影響が及ぶか、違反行為が実行された

事実の証拠が改変、削除、毀損又は破棄されるおそれがあると担当官が判断する合理的

な理由がある場合には、当該担当官は、令状によって許可されている場合と同様に、施

設に立ち入りその権限を行使することができる。担当官には、さらに、違反行為の捜査

の実施目的で、施設にて物を捜索しこれを差し押さえる権限が与えられている。
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