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東京 

4つの領域で 
上位10位内に

「Cities of Opportunity 6 - 
世界の都市力比較 2014」は、
今年で6回目のリリースとな
り、世界の30の都市につい
ての発展を分析し、これらの
都市のパフォーマンスを通じ
て、都市の機能を最良のもの
にする政策や行動に関する洞
察を加えることを目的として
います（2014年5月発行）。

本件に関するプレスリリース 
は、www.pwc.com/jp/ja/
japan-news/2014に掲載して
います。
また、変数を自由に組み合
わ せ て 都 市 を 比 較 で き る
インタラクティブツールを
www.pwc.com/cities［英語］
に開設しており、全文資料

（PDF）の入手も可能です。

※ 本資料は、「Cities of Opportunity 6 - 世界の都市力比較 2014」の中から、東京に関
する主な分析結果を紹介した「Tokyo Fact Sheet」（英語）をベースに作成しています。

www.pwc.com/cities

総合評価は13位／4つの領域で上位10位内に
東京の総合評価は2012年から3ランク下落して13位となりました
が、10の分析領域のうちの4つの領域および変数の約半数でもそれ
ぞれトップ10入りしています。「産業・生活のコスト／Cost」の領域
においてもかなり改善し、「ゲートウェイ機能／Gateway function」 

（世界で4位）では引き続き高い評価を獲得しています。

都市の国際性のエリート
東京は「ゲートウェイ機能／Gateway function」の順位を改善し、
3ランク上昇して香港と並ぶ4位となっています。7つの変数のうち
の4つの変数でトップ10入りしています。具体的には以下の通りです。
• 「時間通りの出発／On-time departure」で2位
• 「乗降数／Passenger flow」で3位
• 「トップ100の空港／Top 100 airports」で5位
• 「宿泊施設の客室数／Hotel rooms」で6位

経済的影響力と知的資本でトップ10にランクイン 
東京は、「経済的影響力／Economic clout」と「知的資本・イノベ
ーション／Intellectual capital and innovation」の両方で引き続
きトップ10にランクインしています。「経済的影響力／Economic 
clout」については、「世界トップ500企業の本社数／Global 500 
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headquarters」で1位、「生産性／Productivity」で7位、「海外か
らの直接投資／FDI」で9位、「数学・科学の学習到達度／Math/
science skills」で5位、「世界の大学ランキング／World university 
ranking」と「知的財産の保護／Intellectual property protection」
で8位、「 識 字 率と生 徒・学 生 数／Literacy and enrollment and 
population with a higher education」で10位となっています。
 
健康・安全・治安ではトップ10圏外
この領域での東京の順位は11位で、パフォーマンスは様々です。
• 「医療システム／Health system」で1位
• 「犯罪／Crime」で3位
• 「終末期医療／End of life care」で14位
•  「病院と医療の雇用／Hospitals and health employment」で28位

良いニュースと悪いニュース：テクノロジーと交通・インフラで下落
今年、東京は「テクノロジーの水準／Technology readiness」で4
ランク下落しましたが、依然トップ10（10位）内に位置しています。
領域内の4つの変数のうち2つの変数で下落した結果、明らかに全
体のランクも下落し、「ブロードバンドの品質／Broadband quality」
は6ランク転落して9位になりました。具体的には以下の通りです。
•  「ソフトウェア開発とマルチメディアデザイン／Software and 

multi-media development」は世界で3位、アジアで1位
• 「デジタル経済／Digital economy」で12位
•  「学校のインターネット接続／Internet access in schools」で 

16位で中位につけ、2012年より変更なし
東京は今年も「交通・インフラ／Transportation and infrastructure」
でトップ10圏外（11位）となりました。昨年から7ランクと、大き
く下落したことで、変数全般にわたって影響を受けました。最も顕
著だったのは、「住居／Housing」が5位から12位、「建設案件数／
Construction activity」が7位から19位へと下落しました。しかし、「公
共交通システム／Public transport systems」では7位で、アジアの
他の都市であるソウルや香港と並んでいます。

成長の余地：コスト、住みやすさ、持続可能性  
東京は「産業・生活のコスト／Cost」の領域で2012年から9ランク
上昇し、総合で21位と目覚ましく改善した一方で、特に「オフィス
の賃貸料／Cost of business occupancy」と「生活コスト／Cost of 
living」（それぞれ26位と27位）で依然としてかなりの改善余地があ
ります。「ビジネスのしやすさ／Ease of doing business」のランキン
グでも今年は全体的に下落し、3ランク落として12位となっています。

同時に、東 京は「 人口 構 成・住みやすさ／Demographics and 
livability」で3ランク落として15位となり、4つの変数でトップ10圏 
外となってしまいました。しかし、「生活の質／Quality of living」と 

「文化的な活気／Cultural vibrancy」での順位は非常に良く、それ
ぞれ5位と6位でした。最後に、「持続可能性／Sustainability」につ
いては19位と、引き続きランキングの中位に位置しています。
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