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世界の都市力比較 2012 
東京

総合10位 
昨年から4位上昇

交通、インフラ 
および技術革新で
高い評価を獲得 

「Cities of Opportunity – 世界の
都市力比較2012」は、今年で5回
目のリリースとなり、世界の産業・
金融・文化の中心となる主要27都
市について、都市を活性化する主
要素（都市力）を分析しています。
本レポートは、その分析を通して、
経験知を得、傾向を発見し、今後
の都市の成長や回復に貢献するこ
とを目的としています(2012年10
月発行）。

本件に関するプレスリリース
は、www.pwc.com/jp/ja/japan-
news/2012 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 - 世界の都市力比較2012」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。

Cities of Opportunity

総合10位 
東京は2011年の14位から4ランク上昇して10位となり、
世界の主要都市トップ10にランクインしました。アジアの
都市の中ではシンガポール、香港に次ぐ3位の位置につ
けています。東京は、10の分析領域のうち6領域および
変数の半数以上でもそれぞれトップ10入りしています。 

交通、インフラ、および技術革新において 
高い評価を獲得
東京の「交通・インフラ／Transportation and 
infrastructure」は2011年の6位から2ランク上昇し、シン
ガポール、ソウル、トロントに次いで4位です。また、「公共
交通システム／Public transport systems」での6位に加
え、「大型建設案件数／Major construction activity」
ではアブダビと並ぶ7位となっています。  

東京は「テクノロジーの水準／Technology readiness」
でも非常に優位にあり、シンガポールと並んで6位です。
また、この分析領域内において、「ソフトウェア開発と
マルチメディアデザイン／Software development and 
Multi-media design」では1位、「ブロードバンドの品
質／Broadband quality score」では3位につけてい 
ます。

交通・インフラ／Transportation  
and infrastructure

#2 ソウル
#2 トロント
#4 東京
#5 香港
#5 ストックホルム

テクノロジーの水準／ 
Technology readiness

#4 ストックホルム
#5 シカゴ
#6 シンガポール
#6 東京
#8 ロンドン
#8 ロサンゼルス

総合／Overall
#8 香港
#9 シカゴ
#10 東京
#11 シドニー
#12 ベルリン
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経済的影響力とビジネスのしやすさで 
トップ10にランクイン
東京は、世界経済の中心地として「経済的影響力／ 
Economic clout」と「ビジネスのしやすさ／Ease of doing 
business」の両方でトップ10にランクインしています。 
具体的には以下の通りです。

• 「世界トップ500企業の本社数／Number of Global  
500 headquarters」と「破綻処理体制／Resolving 
insolvency」でそれぞれ1位です。

• 「大使館・領事館数／Foreign embassies or consulates」
は4位、「人事・労務管理リスク／Workforce management 
risk」は8位、「海外からの直接投資／Attracting FDI」にお
いてはGreenfield project（新規プロジェクト）の案件数およ
び投資額の両面で9位となっています。

生活の質が高く、活気のある国際都市
東京は「都市の国際性／City gateway」で7位を占め、 
「空港での乗降数／Incoming/Outgoing passenger flows」
では3位、「宿泊施設の客室数／Hotel rooms」では5位です。
また、以下のように、その活気、生活の質などから、東京は暮
らしやすい都市となっています。

• 「生活の質／Quality of living」で5位、「文化的な 
活気／Cultural vibrancy」で6位を獲得しています。

• 「iPod購入のために必要な労働時間数／iPod index」 
で9位となっています。

• 「医療システム（寿命に対する医療の寄与）／Health 
system performance」では1位を獲得、また「犯罪／Crime」
においては4位です。  

成長の余地
「産業・生活のコスト／Cost」は昨年の21位からさらにランク
を落として最下位（27位）となり、この分析領域における変数
である「オフィスの賃貸料／Cost of Business occupancy」
および「消費者物価指数／Consumer price index」は、27
都市の中で2番目に高く26位という結果になっています。ま
た、「持続可能性と自然環境／Sustinability and the natural 
environment」は、19位タイと下位につけており、その中の変
数である「自然災害のリスク／Natural disaster risk」は、昨年
に引き続き、今年も最下位（27位）となっています。これらは、
東京の競争力に大きな影響を及ぼしており、今後改善が必要と
される課題だと言えます。

都市の国際性／City gateway
#5 ニューヨーク
#6 マドリード
#7 東京
#8 香港
#9 シンガポール

ビジネスのしやすさ／ 
Ease of doing business

#7 ロサンゼルス
#8 シカゴ
#9 東京
#10 クアラルンプール
#10 サンフランシスコ
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