
20
11

カナダの競争力のある優位性
デジタルメディア産業

インベスト・イン・カナダ



カナダにおける最近の投資例

WARNER BROS. INTERACTIVE ENTERTAINMENT
Warner Bros. Interactive Entertainmentが2010年11月、モントリオール
にインタラクティブ・ゲームソフトと3Dアニメーションのスタジオを開設。
WB Games Montréalは今後、ソーシャルゲームとモバイルゲームの開発に
力を入れる。

カプコン・インタラクティブ・カナダ
カプコンが2010年9月、バンクーバーに3本拠を置くBlue Castle Gamesを
買収。これにともない同社は、トロントからカナダ西海岸に進出して、新ス
タジオを設立。

PIXAR ANIMATION STUDIOS
Pixarが2010年4月、『カーズ』や『トイ・ストーリー』などPixar/Disney映画
のキャラクターを登場させた、3分間から5分間のアニメクリップを制作する
新サテライトオフィスを開設。Pixarがカナダの事業拠点としてバンクーバー
を選んだ最大の理由は、クリエイティブ分野の優秀な人材ネットワークが存
在するため。

DIGITAL DOMAIN
ビジュアルエフェクト制作会社Digital Domainが2010年1月、バンクーバー
に2万平方フィート（1,858m2）のスタジオを正式に開設。

THQ
THQが2009年12月、ビデオゲーム開発スタジオの新設用地をモントリオー
ルに決定。同社はここが自社のグローバル・スタジオシステムで最大の施設
になると見込んでいる。THQ Montréalは、カナダで本格稼働する同社の開発・
制作スタジオとしては2番目となる。

UBISOFT ENTERTAINMENT
Ubisoft Entertainmentが2009年12月、カナダで4番目の拠点となるスタジ
オをトロントに開設し、1,800人を雇用。同社はゲームソフトを開発・販売
するフランスの会社で、ほかにモントリオール、ケベック市、バンクーバー
でもスタジオを運営しており、2,300人以上を雇用している。

PRIME FOCUS FILM VFX
Prime Focus Film VFXが2009年6月、バンクーバーにある最新鋭設備を導
入した新スタジオに移転し、スタッフも25人増員、制作能力を4倍に増強さ
せた。

※ 特に注記がなければ、表示額の通貨単位はすべてカナダドル。

カナダに投資している
世界的な大企業

• Activision Blizzard

• Autodesk

• カプコン

• Eidos Interactive （Square Enix）

• EA （Electronic Arts）

• Facebook

• Gameloft

• Google

• Microsoft Game Studios

• Radical Entertainment （Vivendi）

• Relic Entertainment （THQ）

• コーエーテクモ

• Take-Two Interactive Software

• THQ 

• Ubisoft Entertainment 

• Warner Bros. Interactive 
Entertainment

• Prime Focus

カナダを代表する企業

• Artifact Software

• Behaviour Interactive

• BioWare

• Beenox

• Big Blue Bubble

• Digital Extremes

• Fuel Industries

• HB Studios

• Other Ocean Interactive

• Rainmaker Entertainment

• Rockstar Toronto

• Side Effects Software

• Silicon Knights
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デジタルメディア産業
カナダのデジタルメディア産業は大きな盛り上がりを見せている。ビデオゲーム製作販売会社の世界上位10社のうち
実に8社※1が、また、そうしたビデオゲーム製作販売会社の活動を補完する多くの国際的なインタラクティブ・メディ
ア企業群がカナダに拠点を設けており、カナダは世界第3位のビデオゲーム開発拠点でもある。

インタラクティブ・メディア産業は企業数が約3,000社、従業員数が15万2,000人を超える。国内のインタラクティブ・
デジタルメディア関連プロジェクトから得られる売上高は推定で38億ドルである。

デジタルメディア関連会社がカナダに拠点を構える理由は多い。Develop誌に記載されているように、カナダでは「クオリティ・オブ・ラ
イフが極めて高く、業界の景気や雇用が安定している。住居を構えるのに好条件が揃い、将来を見据えた教育システムが整っている。そし
て、大ヒット作品の「知的財産」に関わる仕事をするチャンスがあり、圧倒されるほどクリエイティブなインディーズ・シーンに携わるこ
とができる。」※2

カナダのデジタルメディア関連会社には、業界で名の知れた下記のような学校の卒業生が入社している：ブリティッシュ・コロンビア州の
センター・フォー・デジタルメディア（ブリティッシュ・コロンビア大学、サイモンフレーザー大学、エミリーカー美術デザイン大学、ブ
リティッシュ・コロンビア工科大学が共同で運営）、オンタリオ州のシェリダン・カレッジ、セネカ・カレッジ、センテニアル・カレッジ、
ケベック州のマターヌ・セジェップ、シャーブルック大学、ナショナル・アニメーション・デザイン・センター（NAD）、ノバスコシア州
のアカディア大学など。

人材ネットワークの充実、連邦政府による研究開発費を対象とした優遇税制、州政府による手厚い支援など、カナダは、デジタルメディア
関連会社にとってこのうえなく魅力的なビジネス環境を整えている。

※1 Develop誌、2009年11月
※2 Develop誌、2010年11月

 写真クレジット：レゴバトル、Warner Brothers Game
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受賞歴のあるゲーム
カナダに本拠を置く会社が開発し、発売したゲームは、あらゆるプラットフォームやカテゴリーで数々の賞を受賞してきた。
下記はその一部：

コンソールゲーム
• プロトタイプ、

Radical Entertainment/Activision

• ドーン・オブ・ウォー II、
Relic Entertainment/THQ

• マスエフェクト2、BioWare/EA

• アサシンズクリードII、Ubisoft

• FIFAサッカー 10、 EA

• Duality ZF、Xona Games

• スパイダーマン：シャッタード・
ディメンションズ、Beenox/Activision

• デウスエクス、Eidos

• ヘイロー 3、343 Industries/Microsoft

• キャッスルオブマジック、Gameloft

• バイオショック2、Take-Two Interactive

カジュアルゲーム
• クリッタークランチ、Capybara Games

• レゴバトル、Hellbent Games

• カグロム、Magmic

• ザ・ビッグス2、Blue Castle Games

• ニード・フォー・スピード・シフト、
EA Mobile

• トレインヤード、Magicule

• スーパーモンキーボール、
Other Ocean Interactive

• クラブ・ペンギン、
Disney Online Studios

• オスモス、Hemisphere Games

• マッデンNFL、Koolhaus

エデュケーショナルゲーム
• ゲノミクス・デジタルラボ、

Spongelab Interactive

• ロボマス、Project Whitecard

• 2Dや3DのEラーニング・ソフトウェア、
Artifact Software

• ヤングトール、Frima

シミュレーションゲーム
• Centre for Marine Simulation

• CFB Gagetown

• Coole Immersive

• Xpan Interactive

• Xona Games

• Rainmaker Entertainment 

写真クレジット：スパイダーマン：シャッタード・ディメンションズ、Beenox/Activision
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固定給 追加報酬
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カナダの競争力のある優位性

優位点：
給与コストが比較的低い

上級システムデザイナー
上級システムデザイナーは、プログラミングのあらゆる点について、社
内のスタッフやクライアントに対して直接、技術面のサポートや指導を
行う。また、高レベルな分析、診断、問題解決に対しても責任を負い、
場合によっては、仕様書の作成や、アプリケーションのインストールと
その推進の手助けなどの業務も担うが、概して監督責任を有していない。

 図表の報酬額には、固定給に加え、報奨金および業績に応じた特別
手当などの追加報酬が含まれる。

優位点：
給与コストが比較的低い

プロジェクトチーム・リーダー
カナダでは、高度熟練・高学歴の人材を採用することができる。カナダ
の都市では、ヨーロッパや米国の主要都市に比べ、プロジェクト・リー
ダー、上級システムデザイナー、グラフィックデザイナーに支払われる
給与や諸手当が低い。

プロジェクトチーム・リーダーは一般的に、関連業務の経験が5年以上
あり、そのプロジェクトの開発と推進を統括するが、場合によっては自
らの専門分野の（監督責任のない）主席技術専門家の役目を担うことも
ある。

 図表の報酬額には、固定給に加え、報奨金および業績に応じた特別
手当などの追加報酬が含まれる。

出典： fDi Benchmark；Towers Watson、2010/2011 Global 50 Remuneration 
Planning Report

出典： fDi Benchmark；Towers Watson、2010/2011 Global 50 Remuneration 
Planning Report
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固定給 追加報酬

固定給 追加報酬

優位点：
給与コストが比較的低い

グラフィックデザイナー
グラフィックデザイナーは、視覚的インパクトの強いデザインの制作
に責任を負う。大学卒業者で、1年以上の実務経験を有することが条件
となる。

 図表の報酬額には、固定給に加え、報奨金および業績に応じた特
別手当などの追加報酬が含まれる。

優位点：
給与コストが比較的低い

上級ウェブサイト開発者
上級ウェブサイト開発者／制作者はウェブサイトの開発業務に専従し、
ウェブマスターの配下にある。テクニカル・インテグレーションでプ
ログラマーと緊密に協力し、また概して、数年のサイト制作の経験を
持つ。

 図表の報酬額には、固定給に加え、報奨金および業績に応じた特
別手当などの追加報酬が含まれる。

出典： fDi Benchmark；Towers Watson、2010/2011 Global 50 Remuneration 
Planning Report

出典： fDi Benchmark；Towers Watson、2010/2011 Global 50 Remuneration 
Planning Report
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優位点：
会社設立のコストが安い
カナダは、会社設立に必要なコストが安く、ヨーロッパや米国の都市
の半分ほどしかかからない。アジアの都市と比べてもかなり安い。

 会社設立に必要な公的手続きの費用の合計を、右の図表に示した。
国民一人当たりの所得に対する比率として設立費用を、0から8ま
での9段階で評価している。

優位点：
ワンステップのシンプルな事業登録
カナダで投資を行う企業が事業登録をする際に必要な手続きは簡素化
されており、一度の手続きで完了する。該当する連邦/地方当局にて、
所定の書式に記入し、必要な費用を支払い、社名を登録するだけであ
る。法的地位を一旦確保すれば、地方自治体の当局や、事業部門・課税・
労働関係の規制機関と情報などのやり取りをすることができる。

出典： fDi Benchmark；World Bank、Doing Business 2010

出典：  fDi Benchmark；World Bank、Doing Business 2010
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ブリティッシュ・コロンビア州
ブリティッシュ・コロンビア州には1,000を超すゲーム関連会社があり、約1万6,000人を雇用、
年間20億ドル超の売上を達成しており、世界有数のデジタルメディア・ゲーム産業クラスター
の1つとなっている。同州は北米でインタラクティブ・ゲーム関連会社の数が最も多く、映画・
テレビ産業も北米第3位の規模を誇る。また、デジタルメディア産業にとって、ブリティッシュ・
コロンビア州は優遇税制の面でも魅力がある。

バンクーバーは、バンクーバー・フィルム・スクール、センター・フォー・デジタルメディア、
エミリーカー美術デザイン大学、サイモンフレーザー大学、ブリティッシュ・コロンビア大学
など教育システムが充実しており、インタラクティブ・デジタルメディア産業に優秀な人材を
輩出している。

バンクーバーは、最先端のインタラクティブ・デジタルメディア関連会社が集まる一大拠点で、
EA（Electronic Arts）、Radical Entertainment（Activision Blizzard）、Relic Entertainment（THQ）
など大手ビデオゲーム開発会社が進出している。また、デジタルエコシステムの一部である政府
系の Graphics, Animation and New Media（GRAND）も、バンクーバーに本部を置いている。

アルバータ州
アルバータ州に本拠を置くインタラクティブ・デジタルメディア関連会社は推定で300社に上
る。なかでもエドモントンには、世界的に有名なエレクトロニック・エンターテインメント会
社BioWare（Electronic Arts）やゲームの開発と発売を手がけるXGen Studiosをはじめ、ゲー
ム産業をリードする開発会社が数多く集まっている。

アルバータ州の企業と研究所は、シリアスゲームの開発でも定評がある。また、デジタルメディ
ア産業は、州のAlberta Ingenuity基金やアルバータ・イノベーション・バウチャー・プログラ
ムから資金援助を受けることができる。

マニトバ州
インタラクティブ・デジタルメディアとゲームを事業の主軸とする125社（推定）が集まるマニ
トバ州は、急成長中のデジタルメディアクラスターである。同州で事業を行う企業は、デジタ
ルメディア・プロジェクトの経費のなかで、制作費に算入できる費目に対する税金の40%を還
付する、マニトバ・インタラクティブ・デジタルメディア税額控除措置の適用を受けることが
できる。

ウィニペグには、Fortune Cat Games Studio、Prime Focus（旧Frantic Films）、プロジェクト・
ムーンウォークを開発したProject Whitecardなどの企業が拠点を構えている。この州のデジタ
ルメディア産業を支えているのは、マニトバ大学やレッドリバー・カレッジの最先端教育プロ
グラムである。

プリンス・エドワード・アイランド州（PEI）
プリンス・エドワード・アイランド州（PEI）は、州政府の経済成長戦略「ゲームプラン」などの
お陰で、ゲーム開発の一大拠点として台頭してきた。同州は、開発会社を対象とした優遇税制
措置や、魅力的な人件費の税金還付措置を導入。また最近、今後生まれる熟練労働者の需要を
満たすことを目的に高等教育訓練プログラムも設けた。

PEIのゲーム産業は今や、Other Ocean Interactive、Bight Games、Telos Productions、
Longtail Studiosなどの企業が進出して来るまでに成長した。コンピュータサイエンス専攻の
新卒者を対象とした夏期インキュベーター・プログラムGameGarageも、この州で実施される。

カナダのデジタルメディア産業：概要
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オンタリオ州
オンタリオ州のインタラクティブ・デジタルメディア産業は、1,000社強の企業と1万6,000人の
労働者を抱え、年間収入が10億ドルを超える。オンタリオ州ならば、研究開発税額控除措置と
デジタルメディア奨励措置があるので、企業は経費を60%以上削減することができる。また、
シェリダン・カレッジ、セネカ・カレッジ、マックス・ザ・マット・アニメーション・スクー
ル、トロント大学など世界トップクラスの研究・教育機関が124を超えるデジタルゲーム教育プ
ログラムを提供するこの州からは、世界的に有名なクリエーター、デザイナー、アニメーター、
プログラマーを輩出している。

トロントには、カプコン、Corus Entertainment、Facebook、Side Effects Software、
Starz Animation、コーエーテクモ、Ubisoftなど、グローバル企業が投資している。人材募集、
雇用、人事異動にともない雇用側が直面するリスクが世界で最も低い都市のランキングで第1位
に選ばれた※1ことを考えると、トロントがトップ企業の注目を集めるのも当然と言える。トロ
ントはまた、クリエイティブ産業への外国直接投資（FDI）でも、ロサンゼルス、ニューヨーク
に次ぎ、上位5都市に入っている。この都市の「クリエイティブな土壌」と活気あふれる芸術文化
は、毎年開催されるトロント国際映画祭のショーケースからも伝わってくる。

オタワでは、PlayBrains、Magmic、Fuel Industriesなど受賞経験のある企業も事業を展開
している。また、オンタリオ州ゴールデンホースシュー地方にはDigital Extremes、Google、
Silicon Knightsの拠点もある。

ケベック州
ケベック州は、インタラクティブ・デジタルメディア関連会社にとって、世界で最も魅力的な
都市の1つとして名乗りを上げつつある。デジタルメディア産業では、500社を超える企業が事
業を展開して、1万2,000人以上を雇用。このうち5,000人以上が、いずれもモントリオールに拠
点を置くUbisoft、Eidos Interactive、EA（Electronic Arts）、Activision、THQなどのビデオゲー
ム開発会社で働く。モントリオールにはほかにAutodesk、Hybride、Toon Boom Animation
も進出している。またゲーム産業で活躍するBehaviour、Sarbakan、Frima Studio、
TransGamingなどのスタジオはケベック市を拠点としている。

ケベック州には、映画、テレビ、マルチメディアの制作を対象とした、社員研修の援助を含む、
一連の支援制度や優遇税制措置がある。また、マギル大学、モントリオール大学、ナショナル・
アニメーション・アンド・デザイン・センター（センターNAD）、国立映像・音響学院（Institut 
national de l'image et du son）（INIS）、3visの訓練センターは、この成長産業の人材供給源と
して優秀な人材を輩出している。

ノバスコシア州
ノバスコシア州のインタラクティブ・デジタルメディア関連会社は、投資促進を目的としたデ
ジタルメディア税額控除措置の適用を受けることができる。この控除措置の対象となるのは、
デジタルメディア製品の開発に直接かかわる経費である。ハリファックスには、スペクタクル
で難易度の高いビデオゲーム（パソコン向けとコンソール向け）の制作に特化したHB Studios、
フラッシュゲームと3Dカジュアルゲームに特化したHuminah Huminah Interactiveなど、業
界をリードするゲーム会社が数多く集まっている。

7

※1 出典：Aon ConsultingのPeople Risk Index



優位点：
世界トップレベルのインフラ
カナダは、近代的かつ世界トップレベルの公共インフラを誇り、これ
が都市やコミュニティーの経済成長を支えている。カナダの道路、橋、
鉄道、港湾、空港は便利な場所にあり、堅牢な造りで、よく整備され
ていて、保安面の心配もまったくない。

 輸送・交通、電話通信、エネルギーなど、インフラの全体的な質
を数値化して、右の図表に示した。8段階評価で、0が「未整備」、
7が「よく整備されている」。

出典： fDi Benchmark；World Economic Forum、Global Competitiveness 
Report（2010/11年）

インフラの全体的な質

パリ
エドモントン

モントリオール
ケベック
トロント

バンクーバー
ウィニペグ

ハリファックス
オタワ

シャーロットタウン
東京

オースティン
シアトル

ニューヨークシティー
ロサンゼルス
ロンドン（英国）

上海
サンパウロ

3210 4 5 6 7

カナダの競争力のある優位性

写真クレジット：マッドボールズ・インBABO：インベージョン、Playbrains
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優位点：
法人所得税の税率が低い
カナダは法人所得税の税率を2011年に引き下げ、連邦と州を合わせた
法人所得税の税率を27.6%にした。

優位点：
手頃なコストで高いクオリティ・オブ・ライフ
カナダの都市に住めば、アジア、ヨーロッパ、米国の都市と比べて、手頃なコストで高いクオリティ・オブ・ライフを実現できる。Economist 
Intelligence Unitは2011年、世界で一番住みやすい街の調査で、バンクーバーを第1位にランクした。この調査では、トロントとカルガリーも上位10
位以内に入っている。

 ニューヨークシティーを基準（ウェイト＝100）として、クオリ
ティ・オブ・ライフの要素を評価し、下の図表に整理した。

出典： fDi Benchmark；The Financial Times Ltd.のデータに基づく
fDi Intelligence

生活費指数

出典： fDi Benchmark；The Financial Times Ltd.のデータに基づく
fDi Intelligence

クオリティ・オブ・ライフ指数

 ニューヨークシティーを基準（ウェイト＝100）として、住宅費を
含めた様々な生活費を評価し、下の図表に整理した。

東京
ロンドン（英国）

パリ
ニューヨークシティー

バンクーバー
シアトル

ロサンゼルス
オースティン
エドモントン
トロント
オタワ
上海

モントリオール
ケベック

ハリファックス
サンパウロ
ウィニペグ

シャーロットタウン

ハリファックス
オタワ

バンクーバー
エドモントン
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ケベック

モントリオール
東京

ロンドン（英国）
パリ

ニューヨークシティー
シアトル 
ウィニペグ

シャーロットタウン
ロサンゼルス
オースティン 
サンパウロ

上海
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※ 連邦／中央政府と州／県など地方自治体政府の法定法人所得税率を合算した値

出典： カナダ財務省：インベスト・イン・カナダ（カナダ政府）

G7諸国の法人所得税税率（低い順）※

2011

1. 英国 27.0%

2. カナダ 27.6%

3. ドイツ 30.2%

4. イタリア 31.4%

5. フランス 34.4%

6. 米国 39.2%

7. 日本 39.5%
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カナダの競争力のある優位性
優位点：
低い社会保障負担金
カナダの労働者には、非常に充実した社会保障制度が整備されているが、
雇用側にとってそれが大きな費用負担になるわけではない。カナダでは、
雇用側が支払う社会保障の負担金は概ね、米国やヨーロッパの一部諸国
に比べて少ない。

 右のグラフは、従業員の社会保障に対する雇用側負担金を従業員給
与に対する割合（パーセント）で示したものである。

Sources:  fDi Benchmark；Deloitte International、International Tax and 
Business Guide（2009年10月）；Towers Watson、2009/2010 Global 50 
Remuneration Planning Report；PricewaterhouseCoopers、global tax 
summaries（2009年10月）；Towers Watsonのデータ（2010年8月）に基づくfDi 
Intelligence；International Social Security Associationのデータ（ISSA；2010
年8月）に基づくfDi Intelligence

企業が負担する社会保障費

上海
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サンパウロ
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オースティン
ウィニペグ
トロント
オタワ

エドモントン
バンクーバー
ハリファックス

シャーロットタウン

2520151050 30 35 40 45

写真クレジット：ノーティベア、Behaviour Interactive
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カナダのデジタルメディアとアニメーションの制作を対象とした優遇税制措置

州名 プログラム 内容 

ブリティッシュ・コロンビア州

インタラクティブ・デジタルメディア税額控除措置
2010年8月31日以降に発生して、インタラク
ティブ・デジタルメディア業務に直接帰属し、
かつ対象となる人件費の17.5%

ベンチャーキャピタル税額控除措置
（新メディア・ベンチャーキャピタル）

ベンチャーキャピタル会社：対象となる
事業への投資額の30%を税額控除（non-
refundableで、控除額が税額を超えても超
過部分については払い戻しがされない）。税
額控除の年間上限額はなし。

個人：対象となる事業への投資額の30%を
税額控除（refundableで、控除額が税額を超
えた場合には、超過部分について払い戻しを
する）。税額控除の上限額：1課税年度につ
き6万ドル。

デジタル・アニメーションまたは
ビジュアルエフェクト税額控除措置

デジタル・アニメーションやビジュアルエ
フェクト業務に直接帰属し、かつ対象となる
人件費の17.5%。上限額はなし。

マニトバ州 インタラクティブ・デジタルメディア税額控除措置

対象となるマニトバ州の人件費の40%を所
得税額控除（refundableで、控除額が税額を
超えた場合には、超過部分について払い戻し
をする）。上限額は50万ドル。

ノバスコシア州 デジタルメディア税額控除措置

• 対象となるノバスコシア州の人件費の50%、
または、

• ノバスコシア州で支払われた費用の総額の
25%のうち

いずれか少ない方の額と同額の税額控除

これに加えて、ハリファックス地域都市圏以
外で開発された制作物の、必要条件を満た
した人件費に対して、10%の地域ボーナス
（regional bonus）。

オンタリオ州

オンタリオ州インタラクティブ・デジタルメディア
税額控除措置

「不特定の」インタラクティブ・デジタルメ
ディア製品：対象となるオンタリオ州の人件
費（上限額はなし）と、対象となるマーケティ
ング費および販売費（対象となる製品1つに
つき上限額10万ドル）の40%。

「特定の製品」（フィー・フォー・サービス）：
対象となるオンタリオ州の人件費の35%。上
限額はなし。

オンタリオ州コンピュータ・アニメーションおよび
スペシャルエフェクト税額控除措置

必要条件を満たした、オンタリオ州の人件費
の20%。上限額はなし。

プリンス・エドワード・
アイランド州

イノベーションおよび開発人件費還付措置
（Innovation and Development Labour Rebate）

対象となるプリンス・エドワード・アイラン
ド州の人件費の37.5%。
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カナダのデジタルメディアとアニメーションの制作を対象とした優遇税制措置（続き）

州名 プログラム 内容 

ケベック州

マルチメディア開発制作税額控除措置

カテゴリー 1の開発（幅広いオーディエンス
をターゲットとした商業開発）：必要条件を
満たした人件費の30%＋フランス語版制作
に対するボーナス：必要条件を満たした人件
費の7.5%。

カテゴリー 2の開発（その他のマルチメディ
ア開発）：必要条件を満たした人件費の
26.25%。

特化した企業（必要条件を満たした、制作に
かかる人件費ではなく、必要条件を満たした、
その企業の人件費をベースとした税額控除）。
制作された、対象となるマルチメディア開
発の75%以上がカテゴリー 1の開発であるこ
と、あるいは総収入の75%以上がカテゴリー
1の開発から生み出されていることを示す証
明書があれば、必要条件を満たした、その企
業の人件費の30%。

＋フランス語版制作に対するボーナス：必要
条件を満たした、その企業の人件費の7.5%。

その他：必要条件を満たした、その企業の人
件費の26.25%。

コンピュータ・アニメーションおよび
デジタル・スペシャルエフェクト税額控除措置

ケベック州映画およびテレビ制作税額控除措
置として：必要条件を満たした、ケベック州
の人件費の10%（上限額：制作費の5%）。

ケベック州制作サービス税額控除措置とし
て：「必要条件を満たした、ケベック州の人
件費」の20%。

出典： The Big Table：Digital Media and Animation Incentives in Canada（2010年）、PriceWaterhouseCoopers

 写真クレジット：アサシンズクリード II、Ubisoft
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オンラインゲーム・デザインセンター

コスト要因 使用量（面積）

プロパティ 平方メートル

総専有面積（都市部の賃貸事務所） 800 m2

従業員の種別 人数

一般管理部門

事業部マネージャー 1

プロジェクトマネージャー 2

財務部門

経理担当者 1

マーケティング部門

マーケティング部門の幹部社員 3

マーケティング・マネージャー 1

製品マーケティング補佐 3

製品マーケティング担当幹部社員 2

販売部門

セールスアナリスト 2

販売部門幹部社員 4

販売部門上級幹部社員 2

上級販売マネージャー 1

情報技術部門

上級デザイナー 2

上級プログラマー 2

上級ウェブ開発者 2

ソフトウェアプログラマー 2

システムデザイナー 2

ウェブ開発者 6

ウェブサイト開発マネージャー 1

管理部門

秘書 1

合計 40

投資先のベンチマーク 
これまでに紹介してきた表やグラフは、The Financial Times Ltd.が提供するサービスであるfDi Benchmarkを用いて作成されたものである
（www.fdibenchmark.com）。このfDi Benchmarkは検索ツールで、業界承認のデータベースと立地評価に基づき、特定の部門および投資プロジェクト
について、世界中の国や州／地方、都市の魅力を評価する。

 デジタルメディア関連の事業に携わる企業の主要なクラスターがある場所として、今回のベンチマークの対象としたカナダ国内外の都市：オースティ
ン、シャーロットタウン、エドモントン、ハリファックス、ロンドン、ロサンゼルス、モントリオール、ニューヨークシティー、オタワ、パリ、ケベッ
ク、サンパウロ、シアトル、上海、東京、トロント、バンクーバー、ウィニペグ

 下に示した企業プロフィールは、従業員40人規模の都市部に事務所があるオンラインゲーム制作スタジオを想定している。

ウェイト付けを行うモデルの概要 ウェイト

産業のクラスターの存在 45%

労働力の需給供給力と質 30%

一般的なビジネス環境 10%

インフラとアクセスのしやすさ 10%

生活環境 5%

クオリティモデルの各特性／適用ウェイト

5
10

10

30

45



インベスト・イン・カナダ
ビジネスは私達にお任せください

カナダの競争力のある優位性
カナダが誇る数々のメリットと比類なきポテンシャル：企業が世界規模で
優れた実績を上げることのできる場所

高学歴労働力
カナダは、高等教育達成度が経済協力開発機構（OECD）加盟国のなかで2番目に高い。
（出典：IMD、World Competitiveness Yearbook 2010）

ビジネスをしやすい環境
Economist Intelligence Unitが、今後5年間のビジネス拠点として、カナダをG7諸国のなかで1位
にランク。（出典：Economist Intelligence Unit、Business Environment Ranking、2011年3月）

堅調な経済
2009年第3四半期から、カナダの経済は6四半期連続で伸びを示し、世界的な経済危機で落ち込んだ
雇用と生産が完全に回復。（出典：カナダ財務省、Budget 2011）

金融の安定
過去3年間にわたり、カナダは世界で最も健全な銀行システムを持つ国であるとWorld Economic 
Forumが評価。

低い税率
カナダは、G7諸国のなかで新規事業への投資に課せられる税全体の税率が格段に低く、また法人税
の税率もG7諸国のなかで最も低い。（出典：カナダ財務省、2010年）

科学研究および実験的開発
カナダには「科学研究および実験的開発（SR & ED）プログラム」という非常に手厚い租税優遇措置が
あり、研究開発主導の諸部門のコストがG7諸国のなかで最も低い。
（出典：KPMG、 Competitive Alternatives 2010；OECD）

NAFTA
カナダが北米自由貿易協定（NAFTA）の加盟国であるため、大陸全体のGDPが16兆3,000億米ドルを
超える北米の、4億4,800万人強に上る消費者に投資家はアクセスすることが可能。
（出典：World Bank、World Development Indicators Database、2010年）

暮らしやすく、働きやすい場所
世界トップレベルの大学、世界的に高い評価を受けている医療制度、清潔で、誰にでも親切な街、美
しい景色。これらが、カナダに投資し、働き、暮らし、子育てをするのに最適な国にしている。
（出典：国連開発計画、Human Development Report 2010；Economist Intelligence Unit、
Global Liveability Report 2010）

お問い合わせの際は下記までご連絡下さい。
在日カナダ大使館 商務部
〒107-8503 東京都港区赤坂 7-3-38
電話：03-5412-6200　ファックス：03-5412-6254
Email：jpn.commerce@international.gc.ca
URL：www.investincanada.gc.ca
カタログ番号 FR5-38/8-2011J-PDF
ISBN 978-0-662-03529-9
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