カナダ ブリティッシュ・コロンビア州

映画および
視覚効果
エンターテインメント技術の最前線で
クリエイティブ産業の中核地として
業界をリード
カナダ ブリティッシュ・コロンビア（BC）州は、世界トップクラスの映画、
テレビ、視覚効果、アニメーション、ポストプロダクション関連企業が
集積するクリエイティブクラスターです。技術と才能、そしてハリウッド
との密接な関係を活かすことで、BC 州は世界を牽引するクリエイティブ
メディアセンターとしての高い評価を受け、世界中のオーディエンスを
魅了する受賞コンテンツを創出しています。
Sony Pictures Imageworks、Method Studios、Industrial Light and Magic、
MPC、Double Negative、Animal Logic 等、業 界 をリード する企 業 が、
刺激に満ちた仕事・制作の場として BC 州を選んでいます。クリエイティブ
メディアや最先端のエンターテインメント技術を開発する革新的な企業
が貴社のビジネスに必要ならば、ぜひ BC 州に拠点を置くことをご検討
ください。事業機会が大いに期待できるはずです。

www.BritishColumbia.jp

BC 州のクリエイティブ企業は活況を呈しており、優れた作品を生み出し、
その革新性と高いクオリティは、アカデミー賞等の国際的な賞で多数受賞しています。

絶好の立地

事業優遇制度

BC 州の位置するカナダ太平洋西岸は、カリフォルニアのスタジオ各社と
同じタイムゾーンにあり、ロサンゼルスからは飛行機でたったの 3 時間
という理想的な立地です。そのため至便性が高く、業務時間内に効率的
な作業関係を築くことが可能です。

カナダおよび BC 州は、州内で製作、デジタルアニメーション、視覚効果、
ポストプロダクションに携わる、国内外で活躍するプロデューサーに税額
控除を認めています。

また、BC 州ではヨーロッパ地域の午後、さらにはアジア地域の午前中と
業務時間が重なるため、これ以上ない好立地と言えます。

生活の質
BC 州の街やコミュニティーの快適さは、世界トップレベルの優秀な人材
を引きつける魅力となっています。
バンクーバーのロケーションの素晴らしさは瞬時にご理解いただけるで
しょう。街は海に面し、背には雄大な山々がそびえ、容易に車でアクセ
スが出来ます。2018 年、マーサー社は「世界生活環境調査 - 都市ラン
キング」においてバンクーバーを北米の都市第 1 位に、世界で第 5 位
に格付けしています。

政府による支援
BC 州の一般法人税率はわずか 12％です。連邦法人税と州法人税の
合算税率は 27％です。
 州では年間個人所得が 125,000 ドル以下の場合、カナダで最も低い
同
州所得税が適用されます。
 用主による従業員の医療保険の負担は任意であり、負担する場合も
雇
費用は非常に低く抑えられています。
州政府の技術戦略を担う The #BCTECH Strategy は、優秀な人材、資本、
データ、市場アクセスに的を絞り、同州テクノロジー産業の継続的な
成長を促します。

バンクーバー以外の BC 州の市や町にも、それぞれ特徴と属性がありま
す。どこに暮らしても安全かつ衛生的で快適なコミュニティーと出会える
はずです。

優れた人材
BC 州は高い知識と技能を誇る、多文化的な人材の宝庫であり、25,000 名
以上のストーリーテラー、アーティスト、エンジニア、プロデューサーが
活動拠点を置いています。毎年 3,000 名の優秀な人材が、同州の教育
機関や研究センターから輩出し、メディア業界へと就職しています。

躍進するクリエイティブ集団
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BC 州ではアート、科学、テクノロジーが交差し、映画・テレビ番組・
アニメーションの各業界のプロデューサーたちが横断的に連携しあう環境
が特徴です。結果として、各種プロジェクトに対する自由で寛容な協調的
アプローチが可能となり、市場を牽引する革新的なプロダクションがも
たらされます。

カバー写真：cebas 提供、バンクーバー港写真：
Destination British Columbia（BC 州観光局）

世界を牽引するクリエイティブ産業
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産業の概況
ブリティッシュ・コロンビア州は 250 万平方フィートを
超えるスタジオスペースを有し、超大作から小規模の
インデペンデント系作品に至るまで制作支援が可能で
す。同州の高技能を誇る経験豊富な 2 万 5 千名以上
の人材が、セットの設営、キャスティング、ポストプ
ロダクション、視覚効果等あらゆる分野でサービスを
提供し、同時に 50 以上のプロジェクトに対応すること
が可能です。
映画・テレビ番組の制作
世界水準を満たす 60 以上のスタジオがあり、インターナショナル・フルサー
ビス・プロダクションセンターとして、BC 州は北米トップ 3 の一つとして評価
を得ています。
共同製作、コ・ファイナンス、サービス契約等映画・TV 製作にかかる経験豊
富な現地企業も多数あり、それらのコンテンツは世界中の観客に向けて配信
され、ライセンスされ、放送されています。
2016/17 年に BC 州で制作された国内外のプロダクションは合計 338 作品、
州内で支出された総額は約 26 億 2 千万ドルでした。

視覚効果
バンクーバーには世界トップレベルの VFX およびアニメーションスタジオのク
ラスターが存在し、海外のスタジオを魅了する都市であり続けています。BC
州の企業は、質の高い制作と最高水準の設備を駆使したデザイン、モデル、
ミニチュア、インカメラエフェクト、デジタルエフェクト等で国際的に高い評価
を得ています。
Sony Pictures Imageworks、Industrial Light and Magic、Double Negative
等の企業は、同州に拠点を設け多くの視覚効果プロジェクトを手がけており、
BC 州デジタルメディア産業の優位性を裏付けています。

デジタルアニメーション
BC 州のアニメーション産業は、その革新的な功績により数々の権威ある賞を
受賞またはノミネーションされ評価されると共に、テレビ番組、オリジナル
ビデオ、長編映画向け CGI、コマーシャル、インタラクティブエンターテインメ
ント向けのコンピューターアニメーションの制作に携わっています。大多数の
米国製作アニメーションについては、コンピューターによる特殊効果を含み、
少なくともその一部作業が BC 州で行われています。

ブリティッシュ・コロンビア州の優位性
映画、テレビ番組、VFX、アニメーションの制作と
ポストプロダクション向け優遇税制
スキル、豊富な経験を有する人材プール
カナダ太平洋西岸という好立地
低い法人税率および個人所得税率
多種多様なロケーションと業界を支えるインフラ
高い生活の質
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優遇措置

適格な事業者

BC 州映画産業 BC 州に恒久的施設を有し、カ
優遇税制 (FIBC) ナダ人の所有・管理下にある制
作会社であること。その作品に
は適格なレベルに達したカナダ
関連コンテンツを含むこと。

基礎控除：BC 州で適格な制作
関連人件費を支払った場合、そ
の 35% が還付つき税額控除の
対象となる。
地域控除：バンクーバー地域外
で映画撮影を行う場合、12.5%
の追加控除が受けられる。
遠隔地ロケーション税額控除：
BC 州内の遠隔地で映画撮影を
行う場合、6% の追加控除が受
けられる。

充実した産業支援体制

トレーニング支出税額控除：BC
州に居住する個人が州認定のト
レーニングプログラムを受講す
る場合、30% の税額控除の対象
となる。これは当該企業の適格
な人件費の 3% を上限とする。

ブリティッシュ・コロンビア州は、映画・テレビ・
アニメーション産業に好適な、競争力のあるビジネ
ス環境を提供できるよう努めています。産業主導の
各種団体は州政府と連携し、マーケティングイベン
ト、受賞記念イベント、投資家・プロデューサー向
けフォーラム等、さまざまな支援を提供しています。

デジタルアニメーション・視
覚効果・ポストプロダクション
（DAVE）に関する税額控除：
デジタルアニメーション、視覚
効果、適格なポストプロダクショ
ン作業に関連する、適格な人件
費の 16% が還付つき税額控除
の対象となる。

Creative BC は、BC 州のクリエイティブ産業の発展を支援・促進してお
り、その網羅する範囲は映画、テレビ、アニメーション、デジタルメディア、
従来の各種メディアに及んでいます。同団体は州政府の設立した独立
非営利団体で、同州の映画、テレビ、メディア産業の振興と多様化に
努めています。詳しくは www.creativebc.com のサイトをご覧ください。
DigiBC は州政府の設立による、会員支援を目的とした非営利団体であ
り、同団体の会員に市場情報、ビジネス機会の紹介、プロモーション
支援を提供することで、デジタルメディア産業のコミュニティー、ネット
ワーク、パートナーシップの構築を推進しています。
詳しくは www.digibc.org のサイトをご覧ください。

税額控除率

脚本執筆税額控除：BC 州では、
適格な制作会社が最終執筆段階
終了までに支払った脚本執筆に
関する支出の 35％が還付つき
税額控除の対象となる（脚本執
筆税額控除を申請には、基本税
額控除資格者である事が前提）。

制作サービス税
額控除 (PSTC)

MPPIA は BC 州の映像制作産業の発展を支援する会員制の非営利団体
です。制作スタジオ及び関連サービスを代表する団体組織です。詳し
くは www.mppia.com のサイトをご覧ください。

国内外の制作会社で、BC 州に
恒久的施設を有すること。
カナダ関連コンテンツ要件は
ない。

基礎控除：BC 州で適格な人件
費を支払った場合、その 28% が
還付つき税額控除の対象となる。
地域控除：バンクーバー地域外
で映画撮影を行う場合、6% の
追加控除が受けられる。
遠隔地ロケーション税額控除：
上記参照のこと。

Canadian Media Producers Association — BC Producers’ Branch
は、テレビ番組、長編映画、デジタルメディアコンテンツの制作・配
給・配信に携わる BC 州企業のための非営利業界団体です。詳しくは
www.cmpa.ca のサイトをご覧ください。

デジタルアニメーション・視
覚効果・ポストプロダクション
（DAVE）に関する税額控除：
上記参照のこと

カナダ連邦映画・ カナダ人の管理下にある制作会 カナダ関連作品で適格な制作に
要した、適格な人件費の 25%
ビデオ制作税額 社であること。
が税額控除の対象となる。
控除

お問い合わせ先

在日カナダブリティッシュ・コロンビア州
政府事務所

連邦映画・
ビデオ制作
サービス税額
控除

カナダ人の管理下にある制作会 適格な作品の制作に要した、適
社で、BC 州に恒久的施設を有 格な人件費の 16% が税額控除
の対象となる。
する企業であること。

BC 州インタラク
ティブデジタル
メディア税額
控除

BC 州に恒久的施設を有する課 適格とされる給与および賃金の
税可能なカナダ企業で、インタ 17.5％が税額控除の対象となる。
ラクティブデジタルメディア製品
を開発していること。

〒 100-0004 東京都千代田区大手町 1-9-2
大手町フィナンシャルシティグランキューブ 18 階
Tel: 03-3516-1501
Fax: 03-3516-1509
japan@britishcolumbia.ca
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記載内容の正確さについては本文書作成時点で万全を期していますが、言及されたプログラ
ムや引用されたデータは予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
金額表示はすべてカナダドルです。

