カナダ ブリティッシュ・コロンビア州

インタラクティブ
ゲーム
インタラクティブ・テクノロジーの
最前線に立つ
クリエイティブ産業のグローバルハブ
カナダのブリティッシュ・コロンビア（BC）州には、世界有数のゲーム開発
企業が集積し、クリエイティブクラスターが形成されています。BC 州はコン
ソールゲーム・ソーシャルゲーム・モバイルゲームの国際的な制作拠点で
あるだけでなく、バーチャルリアリティ技術の新たな中心地となっています。
同州には高度なスキルを持つ人材、絶好の立地、クリエイティブ産業向けの
優遇制度、高い生活の質が揃っています。
カプコン・ゲーム・スタジオ、EA（エレクトロニック・アーツ）
、マイクロソフト、
レリック・エンターテインメント（セガ）
、イーストサイド・ゲームズ、IGG
ゲームズ、カバム（ネット・マーブル）など、150 社以上の有力ゲーム開発
会社が集まる BC 州のクリエイティブクラスターにあなたも参加しませんか？
発展のめざましいインタラクティブテクノロジーエコシステムにビジネスの
拠点を構えたい、あるいは革新的なゲーム開発者とパートナーシップを組み
たい、
とお考えなら、BC 州は最適な場所です。ここでは今まさに
「クリエイティ
ブ革命」が進行していることを実感できます。

www.BritishColumbia.jp

ダイナミックに発展するブリティッシュ・
コロンビア州のインタラクティブクラスター
BC 州のゲームスタジオは、独創的で最先端のゲームを作り出し、
世界中に熱烈なファンを抱えています。

クリエイティブ産業の発展を促進するエコシステム

政府による手厚い支援

BC 州には、エネルギッシュで高度なスキルを持ち、多様な文化的背景を持
つゲームデザイナー、ゲーム開発エンジニア、アーティストが揃っています。
BC 州の人材は、コンソールゲームから開発期間の短いモバイルツールの
開発まで、インタラクティブ制作のあらゆる面で経験豊富です。

 C 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
B
税率は 27％です。

BC 州の主な教育機関はいずれもデジタルメディアのコースを設けており、
最高の設備で総合的なトレーニングプログラムを提供しています。州の実り
豊かな教育プログラムを修了した卒業生や、州の研究センターで生み出さ
れた革新の流れが、
本業界を絶えず潤しています。BC 州のインタラクティブ
ゲーム業界は映画、テレビ、アニメーション、バーチャルリアリティ映像の
プロデューサーと密接な関係を構築しています。
そのため、
協働とコミュニティ
を基本とするアプローチでプロジェクトが進められ、画期的なゲームの誕生
につながっています。

 用主による従業員の医療保険費用の負担は任意です。また、保険費用は
雇
非常に低いです。

 間個人所得が 125,000 ドル以下の場合、カナダで最も低い州所得税が
年
適用されます。

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。
1
 億ドルのテクノロジーファンドであるBC Tech Fundは、
ベンチャーキャピタル
のファンドオブファンズであり、州内の急成長企業に資金を提供し、堅固な
ベンチャーキャピタルシステムの発展を支えています。

絶好の立地
BC 州はカナダにおけるアジア太平洋地域へのゲートウェイであり、事業
拠点として理想的な場所に位置しています。BC 州のビジネスアワーは、
ヨーロッパの午後やアジアの午前の営業時間と一部重なっており、米国の
カリフォルニア州やワシントン州と同じタイムゾーンです。
バンクーバーはグローバルなテクノロジーハブであると同時に、暮らしやす
く自然景観に恵まれた都市として知られています。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 位に格付けしました。また、英誌エコノミストが
世界の 140 都市を対象に調査した「世界で最も住みやすい都市」ランキ
ングでも第 3 位に選ばれています。こうした調査結果は、BC 州の治安、
医療、文化・環境、教育、インフラの水準の高さを示しています。
バ ンクー バ ーを中 心とした 都 市 圏 の ほ か、 ビクトリアやケロウナな
どもゲ ーム 開 発 拠 点としての 地 位 を 固 めており、Hyper Hippo 社 や
Codename Entertainment 社などの大手企業が進出しています。

優遇措置

適格な事業者

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 適格な給与・賃金の 17.5%
し、課税対象となるカナ
ダ企業で、インタラクティ
ブ・デジタルメディア製
品を開発する事業者

カナダ連邦の
科学的研究および実
験開発（SR&ED）に
係る税額控除

カナダ人支配の非公開
会社

BC 州の
科学的研究
および試験的開発
（SR&ED）に係る税
額控除

その他のカナダ企業

税額控除率

カ ナダ で 行 わ れ た 適 格 な
SR&ED 関連支出について最
高 35% の連邦税控除
カ ナダ で 行 わ れ た 適 格 な
SR&ED 関連支出について最
高 15% の連邦税控除

BC 州で科学的研究（SR） BC 州で科学的研究および試
及 び 試 験 的 開 発（ED） 験的開発を実施する適格な
企業に対し、州内で行われ
を行う企業
た 適 格 な SR&ED 関 連 支 出
について、最高 30 万ドルま
での還付つき税額控除およ
び最高 10％の非還付型税額
控除

写真：Sequence & 表紙・左下
表紙・右上：Destination British Columbia

優秀な人材
BC 州の広範なテクノロジーエコシステムを支えるのは、10 万 6 千人を超え
る柔軟で教育水準の高い大規模な労働力であり、技能に優れ、多種多様で
エネルギッシュな人材であると言えます。同州は技術関連の卒業生を多数
送り出し、その数は年々増加しています。賃金は上昇傾向にありますが、
依然としてコスト競争力を備えています。

インタラクティブゲームの未来を切り開く
BC 州は北米で最も歴史があるビデオゲーム産業クラスターのひとつで、
その歴史は 1980 年代初頭にさかのぼります。古くから強力なクラスター
が形成されていたおかげで、BC 州には大手開発会社から独立系スタジオ
まで、さまざまな規模のゲーム開発会社が集積し、業界の成長を加速さ
せています。
BC 州はバーチャルリアリティの開発でも重要な役割を果たしており、
バンクーバーとシアトルは太平洋岸北西部におけるVR 開発の中心地となっ
ています。BC 州に拠点を置くマイクロソフト、クラウドヘッド・ゲームズ、
アーキアクト・インタラクティブなどの VR ゲーム会社は、エンターテイン
メント分野だけでなく、教育やヘルスケア分野などの強化を目指しており、
コンピューティングの未来を見据えて、VR や MR（複合現実）の技術を
活用した実用的なツールを開発する取り組みを始めています。

Photo: EA

ブリティッシュ・コロンビア州の優位性
インタラクティブ・テクノロジーに関する研究開発
を対象とした優遇措置
高度技能を備えた人材
人材確保と定着率を支える高い生活の質
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

BC 州ケロウナ
充実した産業支援
BC 州は、インタラクティブ・デジタルデザイン産業のために、競争力のあ
る事業環境を整備することに全力を注いでいます。BC 州の業界団体は、
州政府と連携しながら、マーケティングイベント、投資家とプロデューサー
のためのフォーラム、受賞記念イベントの開催など、さまざまな支援を
行っています。

BC 州ビクトリア

DigiBC（BC 州デジタルメディア協会）は、加盟企業に対するマーケッ
ト・インテリジェンスの提供、ビジネス機会の紹介、プロモーションの
支援を通じて、デジタルメディア業界におけるコミュニティ、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。DigiBC は会員企業の
支援を目的とする非営利の業界団体です。詳しくは www.digibc.org の
サイトをご覧ください。
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、インタラクティブメディアおよびデジ
タルメディア（アニメーション含む）
、ゲームおよびアプリ開発、仮想お
よび拡張現実、音楽およびサウンドレコーディング、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組織で、同州の映画、
テレビ番組、音楽、出版、デジタル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。
BC Tech Association は、テクノロジー企業の協同、学び、成長を促す
プログラムを提供しています。
同社はメンバー企業がトップレベルの才能を
惹きつけ、パートナー企業や投資家との結びつきを得て、経験豊富な
指導者や支持者から学び、クリエイティブエコシステムを育むお手伝い
をいたします。詳しくは www.wearebctech.com のサイトをご覧ください。
VR/AR Association（VR/AR 協会）は、バーチャルリアリティと拡張現実
のエコシステムに参加している、革新的な企業と人のコラボレーションを
推進する目的で設立された国際的な組織です。バンクーバーにも支部が
あります。詳しくは www.thevrara.com のサイトをご覧ください。
VIATEC（ビクトリアのイノベーション・先端技術・起業家協議会）は、
グレータービクトリアのテクノロジー業界の振興を図るため、人、知識、
リソースを結び付けるワンストップ・ハブとして機能しています。詳しくは
www.viatec.ca のサイトをご覧ください。
Innovate BC はカナダの公共企業体であり、先進技術・革新技術の開発
と応用を奨励し、BC 州の産業界のニーズを満たすべく、スタートアップ
企業や発展途上の企業を支援することにより技術の商用化を促進してい
ます。詳しくは www.bcic.ca のサイトをご覧ください。
Accelerate Okanagan は、スタートアップ向けから企業のマーケット拡
大を促すプログラムまで、あらゆる企業成長段階に適した独自のプロ
グラムを提供しています。詳しくは www.accelerateokanagan.com の
サイトをご覧ください。

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
〒 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
印刷：2018 年 5 月
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。
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