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要約　本稿は産業集積をクラスター取引ネットワークと捉える研究の一つとして科学研究費補助金基盤研究（C）
（研究課題番号：15K03671）の助成によって行われた英国の産業集積についての調査報告の一部を形成する研究
ノートである。このため、英国、特にロンドンの産業集積の中でも 1 つのプログラム（Catapult Centres）、2 つの産
業集積（Tech City、FinTech）、さらにその他地場に根ざした産業集積 1 つ（POP Brixton）を概観した。その結果、
FinTech は米国を凌ぐサービスを提供しており今後デファクトスタンダードを獲得していく可能性が十分にあるた
め、日本の中小企業の参考になることが分かった。
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１．はじめに
　2000 年代に入ると、産業集積に関する研究蓄積の結果として、地域活性化に資する産業クラスターの役割に
着目する研究が散見されるようになってきた。当該研究領域においては、古くは、A.Weber(1) による工業立地論
の研究成果＝集積の利益にまつわる研究にはじまり、M.E.Porter(2) によるクラスターとしての視点を追加した産
業集積研究（新しいアイディア、ソフトウェア、サービス、製品を生み出す地域的基盤としての産業集積）を経て、
近年では Eliyahu M. Goldratt(3) による、クラスター取引ネットワークと捉える研究へと発展している。
　最近の研究成果によれば、クラスター理論は戦略の視点、すなわち問題解決の視点を取り込むことで地域課
題の解決にも貢献することが明らかとなっている（山崎、2002(4)）。
本稿はこのような研究の学術的背景の下、科学研究費補助金基盤研究（C）（研究課題番号：15K03671）の助成
によって行われた英国の産業集積についての調査報告の一部を形成する研究ノートである。なお、研究対象と
して英国を選定した理由は以下の通りである。

① 2017 年の一人当たり名目 GDP でみた経済規模が 39,735 ドルであり、日本の 38,440 ドルと、近い水準にある (5)。
②日本と同様に、首都に経済力が集中しており、地方との関係が課題となっている (6)。
③ EU と OECD が推奨しているように、中小企業政策を地域開発政策と一体化させる取組みをしている (7)。

　このようなことから、英国の産業集積は日本の参考になると考えている。なお、本研究ノートは第 4 次産業革
命に対応する英国の産業政策やそれに関連する企業も取り上げ、わが国の将来の産業集積像についても検討した。

２．第 4 次産業革命と産業集積の変化
　人類は第 4 次産業革命の時代に突入している。第 1 次産業革命はイギリスを発祥としており、Henry Cort が考
案したパドリングプロセスに端を発し、工業の機械化、蒸気機関などによって発達していった (8)。これは一般
的に言われる産業革命の時代であるが、従来、工業生産の動力は水力が中心であり、水流のある川や湖などか
ら離れることができずに集積していった工場の地理的条件を緩和していった (9)。
　その後の第 2 次産業革命は英国を離れ米国に移った。それはマスプロダクトや電力、石油の使用によって達
成されたものである。これは過去に類を見ない大規模な工場群が誕生した。その典型例がフォードモータース
の大量生産方式（フォードシステム）である。

｜　53　｜

 大阪観光大学観光学研究所年報『観光研究論集』第 17 号 

* 大阪観光大学観光学部



　さらに第 3 次産業革命が起こった。これはインターネットの登場を意味しており、1969 年に Arpanet が誕生
したことに端を発する。特に 1990 年代に進展した IT 革命は第 3 次産業の主役となっている。そして今日、AI

やビックデータを活用した第 4 次産業革命が進行中である。
　一方わが国は 1991 年のバブル経済崩壊以降、「失われし 20 年 (10) 」と言われ、開業率が廃業率を下回り続けた
ことから、中小企業政策においても 1995 年に中小企業創造活動促進法を施行、開業率の向上に努めた。さらに
中小企業を支援するためのいくつものいくつもの法律を矢継ぎ早に成立させる中、1999 年に中小企業基本法を
抜本的に改正した。また、中小企業のネットワーク化によるシナジー効果を高めるため、2001 年には産業クラ
スター計画、2007 年には企業立地促進法が制定された。
　このような政策をみても、わが国の中小企業政策は、今日、中小企業のネットワーク化を重視していると考
えられる。しかし、1990 年代の中小企業政策、特に創業に関する政策によって、開業率が廃業率を上回ること
はできなかった。これはモデルとしている米国のシリコンバレーでは日本の国情に合わないと言えるのかもし
れない。そこで第 4 次産業革命が起こっている現在、英国の産業政策を明らかにし参考にすることは重要であ
ると考える。
　英国も第 2 次世界大戦後、長く経済が停滞し、サッチャー政権時代にようやく経済が盛り返してきた経験を
持っている。もちろん、英国も米国などの政策をモデルにしていると言われているが、英国の国情に合わせた
ものとなっている。2000 年になるとブレア政権下で “Think Small First” という考え方が発表され、「イギリスを
世界のなかで、最も企業を創業するのにふさわしい国にする」ことをビジョンとして掲げるようになった (11)。
そして、2012 年に開催されたロンドンオリンピックの跡地などの有効活用などを通じて、米国のシリコンバレー
に匹敵する欧州の産業集積地を形成しようとしている。この目的を達成するため、英国では 1 つのプログラム、
2 つの集積を行おうとしている。それが（１）Catapult Centres、（２）Tech City、（３）FinTech である。ちなみに
英国の強みを生かし、現在、世界的に注目を集めているのは FinTech である。

３．ロンドンにおける産業集積の現状
　先述の環境の下、英国政府は産業戦略 (12) を発表してる。この中で重要視しているのが①アイディア、②人々、
③産業基盤、④ビジネス環境、⑤場所であり、それを支え、英国が世界のリーダーとなる (13) ための民間資金、
Industrial Strategy Challenge Fund(14) なども設立されている。こうした中、産業戦略を具体化したのが下記に取り上
げる 1 つのプログラム、2 つの集積である。2 つの集積は Catapult Centres の取組みが起爆剤となったからこそ集
積してきたといっても過言ではない重要なプログラムである。ここではこの 1 つのプログラム、2 つの産業集
積（さらにその他地場に根ざした産業集積 1 つ）を概観する。

（1）Catapult Centres（プログラム）
　Catapult Centres は 2011 年にテクノロジー戦略委員会（現：Innovate UK）によって設立された、ビジネス主導
型で科学者とエンジニアを結び、共同研究を通じて研究開発を促進するための組織である。Catapult Centres を
活用する共同研究は、原則、公的資金の助成を受ける。なお、2017 年現在、Catapult Centres は①高価値製造業、
②細胞療法、③海上再生可能エネルギー、④衛星応用、⑤コネクテッド・デジタルエコノミー、⑥未来都市、
⑦輸送システムのセンターが設立されている (15)。
　なお、この機関、日本で言えば独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）に相当する機
関である (16)。このセンターを通じて 1 年間に、1,500 を超える民間セクターが 1,000 以上のプロジェクトを高価
値製造 Catapult Centres において協働で行ってきた実績を有している (17)。
　しかし、筆者が行っている英国での調査では、このプログラムによる経済効果について詳細に分析された資
料を見いだすことができておらず、取り上げる産業集積への波及効果を数理的に証明できるに至っていない。
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（2）Tech City(18)

　Tech City はロンドン東部の Old Street を中心に広がる IT 関連のイ
ンキュベーション施設や企業を指す。この Tech City は賃料が安い
Old Street に自然発生的に集積していったという説もあるが、一般
的には当時、2012 年に開催される予定であったロンドンオリンピッ
ク後の土地活用構想として、2010 年にキャメロン首相によって進
められたことからはじまった (19)。この地域には米国シスコ、フェ
イスブック、グーグル、インテル、マッキンゼー＆カンパニー、
マイクロソフトなども投資を行っており (20)、ヨーロッパにおける
IT 企業及び IT ベンチャー企業の一大集積地となっている。なお、
Tech Map London(21) によれば 2018 年 9 月現在、Tech City に約 1500

社が存在しているとしている。

　筆者はTech Cityの中心にあるTech Nationでもヒアリング調査を行っ
ているが調査結果については紙幅の関係上、別の機会に譲る。

（3）FinTech(22)

　英国は米国と並ぶ FinTech の中心地である。FinTech はまだ日本に
馴染みのない用語である。これは、「Financial（金融）」と「Technology

（テクノロジー）」の組み合わせでできた造語で、既存の金融システム
や企業を破壊し、消費者などに様々な新しいサービスをもたらすもの
と言われている。この中心地は City of London であると言われている
が、FinTech を提供する創業間もない企業が Tech City のコワーキング
スペースを活用する事例なども出てきており、Old Street 周辺で従来の
IT 技術を活用した産業集積に変化が生まれてきていると言われてい
る。ちなみに英国の FinTech 市場は 200 億ポンドとも言われており (23)、
2015 年には就業者数が 6 万 1000 人となっていると言われている (24)。
　英国における FinTech の発展の背景には第 4 次産業革命の進展があ
り、スマートフォンやクラウドコンピュータ、ビックデータ、AI など
デジタルテクノロジーの進化があると言われている。英国では市場競
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図－１　 Old Street 周辺（筆者撮影）

図－２　Tech City の中心にある Tech Nation（筆者撮影）

図－３　City of London の中心にある
イングランド銀行（筆者撮影）



争を重視しており (25)、英国財務省オズボーン（当時）は、「FinTech の発展で世界をリードする英国を望む」っ
と訴えさらに「それは未来都市でなければならない」と述べた (26)。そして税制面などを含め、様々な優遇措置
が取られているようになってきている。

（4）POP Brixton
　本稿では英国政府主導の産業集積について、その現状を分析しているが、ロンドンではそれ以外の産業集積
も存在している。その代表であるロンドン南部の POP Brixton も取り上げる。
　POP Brixton はロンドン南部にある多くの移民を受け入れてきた Brixton でランデス区が提供する空き地を使
い、多様な人種が暮らす Brixton のコミュニティを活性化するため地元の Small Business を支援する目的で 2014

年 11 月 (27) にスタートしたプロジェクト (28) である。
　そこは 60 の古いコンテナから形成されている。なお、店舗は個人企業で複数ユニットは通常の家賃の半額以
下に設定されている (29)。

  

　ちなみに 3 分の 1 が飲食店でありジャマイカ、ガーナ、イタリア、スペイン、メキシコ、ベトナム、インド、
日本料理などが楽しめる。

　また、週末になると入場規制がなされるほど多くの若者でにぎわっていて、集客力がある地域に根ざした新
しい産業集積となっている。

｜　56　｜

図－４　POP Brixton（筆者撮影）

図－５　POP Brixton 内にあるラーメン店（筆者撮影）



４．英国における産業集積の分析と日本の産業集積
　本稿では英国の産業集積についてロンドンを中心に分析した。一般的に英国（特にイングランド）にはロン
ドン以外にも産業集積がある。これは英国政府が発表している「産業戦略」にも記載されており図－ 5 の通り
である。この図を分析すると、英国では首都やその周辺で IT 産業の集積があることがわかる。本稿で取り上げ
たロンドンの産業集積には IT に関連した産業集積が多いが、これは従来の産業集積があったからであると言える。

　また、EU が発表している加盟国の産業クラスター分析の中の産業別雇用人口を分析すると、金融が最も多く、
次がビジネスサービスであり、ロンドンに集中していることが分かる。
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出典：INDUSTRIAL STRATEGY: UK SECTOR ANALYSIS、29 頁より転載。

図－５　英国の産業集積地（2009 年）



　このようなことから、従来の産業集積を発展させる Catapult Centres の取り組みや Tech City、さらには英国が
得意とする金融との融合により FinTech がロンドンに集積していったことが分かる。
　この従来の発展を新しいステージに導いたのが英国政府の政策であり、現在注目を集めている Catapult Centres

や Tech City、FinTech は米国とは異なり、政府が前面に出て旗振り役となり、助成金を出してインキュベートし
ている。
　調査をした限りではこれらの産業に関わる人々の多くがスタートアップ企業であり、英国政府の政策に合致
した企業が多く集積している。これは補助金に関係するのではないかと考えられる。
　特に Tech City は第 4 次産業革命の波に乗りクラウドコンピューティングの新しいサービスを提供したり、ビッ
クデータを活用するサービスを提供する場度が活発である。また、FinTech も同様に AI を活用した金融システ
ムの開発などが盛んに行われており、新しい金融サービス提供がなされつつある。これらの中には米国を凌ぐ
サービスを提供しており今後デファクトスタンダードを獲得していく可能性が十分にある。もし、デファクト
スタンダードを獲得することが出来れば、英国が FinTech を征することも可能であると考える。
　一方、日本で 2001 年から実施されている産業クラスター計画は、現在、第 3 段階である産業クラスターの自
立的発展段階に来ている。しかし、世界に冠たる産業クラスターが形成されていないという課題を持っている (30)。
現在、M.E.Porter のダイヤモンドモデル（①要素条件、②需要条件、③関連産業・支援産業、④企業戦略及び競
争環境）に基づいた見直しなども行われているということであるが、自立している（クラスター間の連携が進
んでいる）のは北海道と近畿のバイオクラスターのみである (31)。わが国のクラスターを支える多くの中小企業
は世界的にみて潜在的競争力を有する企業が多い。しかし、地理的制約など様々な制約によってその真価を発
揮できていない企業が多い。第 4 次産業革命をうまく捉え、グローバル競争力のある分野への助成金の集中的
投資などを行う英国の産業集積政策や中小企業政策は米国のような国家政策は原則として行わず、州政府（地
方政府）や民間主導で行う方式とは異なる (32)。本稿で明らかにしたような英国の産業集積の現状は、日本の産
業集積政策や中小企業政策、ひいては中小企業経営にも役に立つものである。
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表－１　イギリスにおける産業別雇用人口と地域

金融

商業サービス

運輸

商業サービス

商業サービス

商業サービス

教育

商業サービス

商業サービス

商業サービス

商業サービス

IT

教育

自動車

教育

インナー・ロンドン
インナー・ロンドン
アウター・ロンドン
アウター・ロンドン

バークス、バックス、オクソン
サリー、E＆Wサセックス
バークス、バックス、オクソン
グレーター・マンチェスター

ベッズ、ハーツ
ハンツ、ワイト島

グロス、ウィルツ、Nサマセット
バークス、バックス、オクソン

Eアングリア
Wミッドランズ

Eスコットランド

254,760

186,696

117,606

105,373

73,865

66,558

61,200

54,394

53,807

50,972

50,581

45,071

38,150

37,913

35,846

2.77

3.35

2.11

2.69

2.87

2.51

2.89

2.00

3.10

2.62

2.05

3.68

2.07

2.27

2.07

集積タイプ 地域 雇用 特殊化比率

出典：Innovation Clusters in Europe: A statistical analysis and overview of current policy より筆者作成



５．おわりに
　本稿は「はじめに」でも述べた通り産業集積研究の一環として行っている英国産業集積調査の報告の一部と
して作成された研究ノートである。英国は産業革命以降、世界に類を見ない産業集積を達成してきた。また、
主役が米国にかわってからも様々な取り組みを行っている。筆者はこのような中、ロンドンに絞りフィールド
ワークを行ってきた。具体的には 1 つのプログラム（Catapult Centres）、2 つの産業集積（Tech City、FinTech）、
さらにその他、地場に根ざした産業集積 1 つ（POP Brixton）のフィールドワークである。この結果、FinTech に
ついて英国は米国を凌ぐサービスを提供しており、今後デファクトスタンダードを獲得していく可能性が十分
あることが分かった。なお、この産業集積は本稿でも明らかにしたとおり日本の産業集積や国際競争力強化の
参考になる事例である。現在、数回のフィールドワークを終えた。今後の執筆計画として、① IT 関連の産業集
積（TechCity）を中心に行っているヒアリングをまとめ、今後の産業集積の中心になるであろう FinTech 関連の
産業集積のヒアリングを追加しつつそれらをまとめる予定である。また、②英国の産業集積について、取引コ
スト論に基づいた分析を行い、③日本の中小企業の産業集積との比較を行い、研究を完成させていく予定である。
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