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カーディフベイ  の写真
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地域の基本情報

位置 :タファ川の海岸

カーディフは：最大の都市。ウェールズの首都です。

主要エリア: カーディフベイ（Cardiff Bay）

主要なビジネス: 映画、放送とマルチメディアの産業

市場：カーディフ　５０％、ウェールズ内１４％、　英国内
23%
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歴史

カーディフが創造都市となったのは２０００年に石炭輸送港であっ
た場所にバラージが建設され開発が行われたのがきっかけで
ある。

５年をかけて建設が行われた。（1994-2000）

建設は、Penarth Head からAlexander Dock の入口のエリア

まで行われた。
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カーディフバラージについて

英国議会を通じてカーディフ湾バラージ法が成立した。

合わせて２億円の予算が使われた。

バラージをつくるために、タフトイーライ川をせき止め、２００ヘクタールの淡水
湖が作られた。

マリンスポーツ（サーイン、ボーディングなど）が人気になった。

それがきっかけで１３ｋｍのウォーターフロントにレストラン，ホテル、レジャーな
どのビジネスが展開されるようになった。
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カーディフベイ
バラージ

海岸開発地区
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バラージ（Ｂａｒｒａｇｅ）　の写真
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カーディフバラージ（Barrage）
 

の写真
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カーディフバラージ建設の目的

発展を促進し、人々が生活したい、働きたい、遊びたいと思うような
素晴らしい環境を提供する。

ウォーターフロント（waterfront）とカーディフシティ(Cardiff City)の再
会。

投資の対象分野において、高い標準のデザイン、クオリティを達成
する。

卓越し、革新性があり、認知された地域づくりを目指す。
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ビジネスと雇用

テレビとビデオ、アニメーション、音楽と視覚芸術、出版、コンピュー
タゲーム、ソフトウェアなどのビジネスが含まれている。

３つの大きなテレビ局と３００以上の中小企業が、メディアとマルチ
メディア分野に携わっている。

　（

 
BBC、 HTV　S4Cにドキュメンタリー、スポーツ番組などを提供）

（Boomerang TVではテレビ・ラジオ合わせて毎年、500時間分以上

 の番組を提供）

６６００人に雇用を提供。(８４％の企業がスタッフの50％をカーディ

フ周辺からリクルートしている）

大型テレビ局
「ＢＢＣ、ＨＴＶ，　Ｓ4Ｃ

ＢｏｏｍｅｒａｎｇＴｖ，　Ｇｒｅｅｎ　Ｂａｙ　ｔｖ，　
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政府の政策

HUB政策・・・スタートアップ企業、中小企業の支援。

IP ファンド・・・ウールズ議会の活動の一部であり、創

造的産業に対する政府の経済的戦略の１つである。

戦略・・・A first division city（2007）→A UK 
premium City（2012）→ An internationally 
competitive city（2020）

教育とトレーニング 11



ハブのネットワーク
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IP ファンド

ＩＰファンド ・・・ウェールズの中小企業にコマーシャルファンディン
グを提供。ビジネスプランに対して金銭的支援(企業側60％、ファンド
側40%)。

企業の革新と成長を実現するため。

支援を受けられる条件
雇用人数が２５０人以下。

年度の取引額が5000万ユーロを上回らないこと。
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経済戦略

A First Division 
City(2007)

A UK Premiership 
City(2012) 

An Internationally 
Competitive 
city(2020)

•カーディフ湾の再
 生の成功

•優れた大学の設
 立

•熟練労働者の支
 援・育成

•文化的遺産の保
 存など

•国際村・国際ビジ
 ネスパークの発展

•交通の改善

•国際的なHead 
Officeセンターに

•インターネット整
 備・活用都市
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教育とトレーニング

マルチスキルの人材の育成

必要な人材のタイプを明確にするため、政府が調査を行っている

教育機関は１００種類以上のメディアに関するコースを提供している
（ カーディフ大学、ローヤルウェールズ音楽・演劇大学、グラモーガ
ン大学、）

ビジネスセクターと大学が連携し人材育成を行っている

産業会と政府の共同ファンディングもオーディオ・ビジュアル産業の
人材育成のために行われている。
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主体な支援体系

カーディフ湾開発社(CBDC) 

　・・・Cardiff Harbor Authorityからバラージ、港湾、タフトイーライ川の

 管理について責任を受けた。

ウェールズデジタルメディアインキュベータ

　・・・企業のスタートアップを支援する。

ウェールズ音楽財団への支援

カーディフ議会
 (CardiffCouncil）
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他のセクターの役割

Film agency of Wales (FAW)ー
　　公的資金の提供を受けている。映画の生産，上映そして映画フェ

 スティバルなども実施。

Learning and Skills Network (LSN)ー
　　非営利組織。大学・専門学校などに対し、映画・マルチメディアの

 分野でスタッフの能力向上のためのプログラムを提供している。

Wales development agency (WDA )ー
　　政府の資金を受けている。企業に新たな市場を紹介、ブローカの

 研究,開発機会と資金援助。

The Arts Council of Wales (ACW) ー
　　政府の資金を受けている。

 
アート発展のためのファンディング。 17



文化とイベント

ウェールズミレニアムセンター
　　デイビッドChapter Artsホールセンター、ポイント音楽会場、そして、

 シャーマン劇場などさまざまな文化活動を行っている。

クイーンストリート、デイビッドショッピングセンター
　　世界中の商品が販売されている。

主なイベント– 国際的なラグビー、クリケット大会、
　　コンサート,芸術フェスティバル、ロカールイベントなど。

18



進展中のプロジェクト

Valleywood Studios
政界中の映画会社に喜ばれ、選ば

 れるスタジオを作る。

映画、スタジオビル、7つの防音スタジオ。

音楽レコーディングスタジオ、創造的産業
のオフィス空間とサービスエリアの提供。

Theme Park
さまざまなビジネス施設を作る。

ホテル、カンファレンスセンター、健康施設、
病院の建設。

Valleywood
 

Studio とTheme park の計画
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Valleywood Studioと
 

Theme park の予定地
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Valleywood Studio and Theme 
park について

プロジェクトはDragon International Studios が提案。プロジェ
クトはディレクター、製作者と企業家Richard Attenborough
が携わっている。

スタジオの建設資金はウェールズ議会、欧州連合と民間から
受ける。
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プロジェクト進行計画

２０００年に計画策定

２００４まで最初の
段階　完成

２００６年　まで第二
段階　完成

２００８年終了

す
映画と

スタジオビル
オフイスと

サービスエリア

ホテル、
カンファレンスセンター

160エーカーの敷地面積
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仙台印刷工業団地への示唆

創造都市の発展に対する政府の役割。

スタートアップ組織を支えるＨＵＢシステム。

創造都市を発展させるための様々な組織の役割。
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