
北米で急成長を続けるテクノロジー 
エコシステムに参加しませんか ?
ブリティッシュ・コロンビア（BC）州には、マイクロソフト、ビジョン・ 
クリティカル、インテル、ガルバナイズ、シエラワイヤレス、タブローなど 
の大手グローバル企業のほかに、カナダ 5 大テクノロジーユニコーン
企業のうちの 3 社（スラック、フートスイート、アビジロン）、さらに
は 10,500 社以上の革新的で活力溢れるテクノロジー企業が集積して
います。

BC 州では、優秀な人材、有利な税制、便利なタイムゾーン、さらには
起業家精神に溢れ、多文化が共生し、イノベーション、コラボレーション、
成長を重視するプロフェッショナルコミュニティーを活用することができ
ます。

世界トップクラスの
ICT ハブ

カナダ ブリティッシュ・コロンビア州
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BC 州では、バンクーバー、ビクトリア、ケロウナなどの都市に多数のテクノ
ロジークラスターが形成され、大手グローバル企業や急成長するスタート 
アップ企業の誘致に成功しています。これらの企業は、BC 州では高度な 
技能を有し多様性に富む人材を確保できる点に魅力を感じています。

2019 年、 世界 のスタートアップエコシステムを格 付 け する Startup 
Genome の市場調査によって、バンクーバーのテクノロジーエコシステム
は世界トップクラスにランクインし、カナダで第 2 位に格付けされました。
バンクーバーにはテクノロジー関連のスタートアップ企業 800 ～ 1,100 社が 
拠点を構えており、豊富で革新的な人材を活用して、活気溢れるテクノロジー
エコシステムに貢献しています。

BC 州は先進的な研究インフラが整備され、事業コストが低く、政府による 
企業支援も充実しています。さらに、米国やアジアと密接な関係を築いて
おり、BC 州は、投資を行い、パートナー企業を探し、企業を成長させる
場所として最適です。

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、11 万 4,000 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、その多くは若くて多様
性に富んだエネルギッシュな人材です。そのうえ、BC 州はテクノロジー分野
を支える高等教育プログラムの卒業生を、毎年 1 万人以上送り出しています。

BC 州政府は、テクノロジー企業には世界各地から高い技能を有する労働者
を誘致し、同州のテクノロジー分野の維持と成長を支える必要があることを
認識しています。そのため、ブリティッシュ・コロンビア州推薦プログラム（BC 
Provincial Nominee Program：BC PNP）により、移民政策を通して人材の
誘致と維持を阻む障壁の除去に取り組んでいます。BC PNP Tech Pilot では、
需要のある外国人労働者と留学生を対象に、手続きの迅速な永住経路を 
提供することで、雇用主が必要な人材を確保するのを支援しています。

ブリティッシュ・コロンビア — テクノロジー企業が成長する場所
BC 州を拠点としてダイナミックに成長する情報通信技術（ICT）産業は、5,500 社以上の企業を擁し、68,000 人以上
の雇用を支え、ソフトウェア、クラウドコンピューティング、情報技術、モノのインターネット（IoT）、通信電子機器
製造などの分野で発展を推進しています。こうした企業はワールドクラスの研究施設やトップレベルの大学と連携し、
革新的なソリューションや画期的なプラットフォームの開発の最前線で活躍しています。

サムスンや SAP、富士通、セールスフォース・ドットコムのような大手グローバルテクノロジー企業が BC 州に注目し、
同州とのつながりを強化してきました。2018 年には、世界のベンチャーキャピタルが BC 州で 84 件の投資案件に 
4 億 4,100 万ドルの資金を投下しました。BC 州は北米で最も活気に満ちたテクノロジーハブのひとつとして存在感を
増し続けています。

ブリティッシュ・コロンビア州の ICT 産業の優位性
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教育、研究・開発、アクセラレーター
BC 州には 25 の高等教育機関があり、州内の成長著しい活気溢れるテクノ
ロジー産業と連携して、さまざまな取り組みを行っています。例えば、コン
ピューターサイエンスとエンジニアリングでカナダ第 2 位のブリティッシュ・ 
コロンビア大学は、「リサーチチェア」と呼ばれる研究専門の教授ポストを 
多数設け、200 社以上のスピンオフ企業を立ち上げています。BC 州の大学
にはコンピューターサイエンスとエンジニアリングを学ぶ優れたプログラムが
あり、毎年 3,000 人を超える卒業生を送り出しています。こうした世界トップ 
クラスの教育機関には、多様な領域の先端研究施設ならびに中核的研究 
拠点があります。以下はその一例です。

   The Communication Networks Laboratory 
（通信ネットワーク研究所）

   The Institute for Computing, Information and Cognitive Systems 
（コンピューティング・情報技術・認知システム研究所）

   The Laboratory for Advanced Wireless Communications Research 
（先端ワイヤレス通信研究所）

   The Quantum Algorithms Institute（量子アルゴリズム研究所）

   The Stewart Blusson Quantum Matter Institute 
（スチュワート・ブラソン量子物質研究所）

こうした研究所はさらに、活気に満ちたアクセラレーターコミュニティーの 
支援を受けています。これらのコミュニティーを先導するのが、イノベート
BC によるベンチャー・アクセラレーション・プログラムです。このプログラムは、
意欲的に活動するアーリーステージの起業家とそのテクノロジーベンチャー
企業を指導・コーチングし、成長を促進するために設立された公的資金 
プロジェクトです。プログラムは、以下の州内の地域パートナーが提供して
います。

政府による充実した支援策
  BC 州の一般法人税率は 12％です。連邦法人税と州法人税の合算税率は
27％です。BC 州では、年間個人所得が 125,000 ドル以下の場合、カナダで
最も低い州所得税が適用されます。

  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。 

  ビジネス上のメリットについて、詳しくは BritishColumbia.ca のサイトを 
ご覧ください。

KPMG の「国別事業立地選定ガイド」において、カナダは総合的な事業コスト
の低さで世界第 2 位にランクインしており、バンクーバーは世界の 100 都市を
対象にしたランキングで第 5 位に選ばれています。太平洋西岸にある14 都市
の比較では、BC 州のバンクーバーとケロウナが第 1 位と第 2 位に格付けされ、
米国のシアトルやサンフランシスコよりも上位にランクインしています。

地域 提供パートナー

BC 州中央内陸部 Kamloops Innovation 
kamloopsinnovation.ca

バンクーバー島中部／
北部、 
サンシャインコースト
＆ガルフ諸島

Innovation Island 
innovationisland.ca

グレータービクトリア Victoria Innovation, Advanced Technology 
& Entrepreneurship Council 
viatec.com

クートニー Kootenay Association for Science  
& Technology 
kast.com

ロウアーメインランド＆
フレーザーバレー

entrepreneurship@UBC  
start.entrepreneurship.ubc.ca

Foresight Cleantech Accelerator Centre 
foresightcac.com

New Ventures BC 
newventuresbc.com

VentureLabs 
venturelabs.ca

オカナガンバレー Accelerate Okanagan 
accelerateokanagan.com

BC 州北中部 Innovation Central Society 
innovationcentral.ca

BC 州バンクーバー

BC 州には、その他多数のプライベートインキュベーターやアクセラレーター
も存在し、コーチングやシード資金を提供しています。



連絡先 :
ブリティッシュ・コロンビア貿易投資事務所
999 Canada Place,  
Suite 730 Vancouver,  
British Columbia,  
Canada, V6C 3E1

電話:+1 604 775-2100
international@gov.bc.ca

印刷：2020 年 2 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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バンクーバー 
国際空港からの 

所要時間

BC 州ビクトリア

BC 州ケロウナ

クオリティ・オブ・ライフ
BC 州は住むのに最高の場所です。エコノミスト・インテリジェンス・ユニット
は、バンクーバーを世界で最も住みやすい都市のひとつと位置づけ、カナダ
で最も住みやすい 20 都市の 6 つが BC 州にあると評価しています。マーサー
社の「世界生活環境調査」では、バンクーバーは引き続きアメリカ大陸第 1 位、
世界第 3 位の都市に格付けされています。また、英誌エコノミストの 2018
年「世界で最も住みやすい都市」ランキングでは、バンクーバーは世界 140
都市の中で第 6 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。

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、便利な
ことに同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と一部
重なり、また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あ
るため、業務時間が完全に一致しています。

BC 州にはビクトリア、ケロウナ、バンクーバーなど、6 つの国際空港があり 
ます。バンクーバー国際空港（YVR）では 86 の国際線航空路線が運用 
されており、北米の国際空港のトップ 10 に数えられています。世界の空港
ランキングでは、10 年連続で北米第 1 位を獲得した唯一の空港です。

BC 州に拠点を置く主な ICT 企業
BC 州の主な大手 ICT 企業は以下の通りです。

   アブソリュート・ 
ソフトウェア

  ACL
  アマゾン 
  アビジロン
  フォーティネット 

  富士通
  グローバルリレー
  フートスイート
  IBM
  インテル
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