
 

 

Dell女性起業家都市指標（WE	Cities）インデックス・メソド
ロジー：		

潜在能力の高い女性起業家を惹きつけ、支援する都市の能力

を測定する	

	

はじめに	
デルは、女性起業家に対するソートリーダーシップとコミットメントの一環として

、年間収益100万ドル以上を突破する可能性のある既存事業を拡大・成長させている
女性起業家と定義されるハイポテンシャル女性起業家（HPWE）を惹きつけ、サポー
トする能力について、都市のベンチマークと評価を行うことに着手しました。 

2016年、デルは、現在S&Pグローバル傘下のIHS Markitに依頼し、潜在能力の高い女性
起業家を惹きつける能力について世界の都市を採点しランク付けする指数の開発を

行いました。WE Cities Indexのパイロット版には、世界の25都市が含まれていました
。 2017年、Indexは50のグローバル都市に拡大されました。 2023年のWE Cities Index
では、5都市が追加され、採点・ランク付けされる都市は合計55となりました。 

2023年版Indexは90の指標で構成され、その90％以上が都市レベル、50％以上がジェ
ンダーレベルで、データの大半が2019年から2022年のものです。1 

構築の背景： デルは、HPWEに何が必要かをより深く理解し、視野を広げるため、
Technology and Entrepreneurship Center at Harvard (TECH) の David S. Ricketts博士、
Palisades Media Ventures、IHS Markitと共同で、2016年4月5日にニューヨークの
Harvard Clubでリサーチシンポジウムを開催しました。 このシンポジウムは招待制で
、成功した女性起業家、女性が経営する企業の支援に力を入れる政策立案者、女性

創業者のいる企業に投資するベンチャーキャピタル、起業家やメディア関係者を育

成する団体、起業、女性問題、グローバル都市の経済パフォーマンスを研究する研

究者など主要関係者や専門家が一堂に集まりました。 
 
また、女性起業家が生活し、働くための環境、例えば、クラウドファンディングへ

のアクセス、育児休暇政策、ビジネスで成功する能力に関する女性自身の期待、性

別に応じたデータ収集の重要性について、新しい見識を得ることが出来ました。 
 

 
1 なお、入手可能な最新データが2016年である都市や指標はほとんどありません。 



 

 

IHS Markitは、このテーマに関する過去の文献や4月のNYCデル・リサーチシンポジウ
ムで取り上げられたテーマを基に、デルの依頼を受けて、以下の25都市圏をHPWEを
惹きつけサポートする能力について比較するIndex（WE Cities）を開発しました。  
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2017年、さらに25都市が追加されました。 
1. ピッツバーグ 
2. ボストン 
3. シカゴ 
4. ロスアンゼルス 
5. マイアミ/フォート. 
ローダーデール 
6. ミネアポリス 
7. ポートランド(OR) 
8. ヒューストン 

9. アトランタ 
10. バンクーバー 
11. アムステルダム 
12. ベルファスト 
13. ベルリン 
14. コペンハーゲン 
15. ダブリン 
16. バルセロナ 
17. ワルシャワ 

18. メルボルン 
19. ナイロビ 
20. テルアビブ 
21. ドバイ 
22. クアラルンプール 
23. バンガロール 
24. グアダラハラ 
25. リマ 

 
2023年、さらに5都市が追加されました。 
モンペリエ（フランス） 
ムンバイ（インド） 
ハンブルク（ドイツ） 
オークランド（ニュージーランド） 
ウェリントン（ニュージーランド） 
 
デルがDell Women's Entrepreneur Network (DWEN)と共同で行った過去の調査では、HPWE
にとって重要な4つの柱があることが判明しています。 このシンポジウムの後、IHS 
Markitはこれらの柱のサブコンポーネント（およびそれぞれに対応する測定基準や指標
）に関する独自の調査を行い、5つ目の柱を含めることを提案しました：文化。 この柱
は、女性のロールモデル、ネットワーク、態度、期待、そして女性が平等で公平に扱わ

れる文化を形成するのに役立つ政策などを捉えています。 

格付けの構成	
この格付けは、各都市が女性起業家のために提供している「運営環境」と「実現環境」

を測定するために行われました。 この2つの基本カテゴリーの間に、90以上の指標が以
下のように5つの柱に分かれています。 
 



 

 

 
 

 
 
これらの各指標を裏付けるデータの収集は、現在S&P Globalの一員であるIHS Markit、コ
ンサルタント、アナリスト、各国の専門家が、S&P Globalの10以上のグローバルオフィ
スから、その都市や国の言語、文化、データバンクに精通した上で行っています。 さら
に、世界的に比較可能な政府公認の都市レベルの男女別データを見つけるという課題を

補うため、IHS Markitは必要に応じて代理指標を開発し、革新的なソーシャルメディア
分析やウェブサイトのスクレイピング技術を使用して、Factivaのニュース記事のデータ
ベースや、女性所有企業の成長を支援する役割を果たすその他のウェブサイトから情報

を取り込んでいます。 
 
2017年のインデックスでは、以下の理由により、2016年のインデックスにいくつかの指
標が追加され、いくつかの指標は置き換えられました：(1)50都市すべてについてより比
較可能な、より質の高いデータソースが見つかった、または(2)サブカテゴリのより良い
代理指標となる新しいデータソースが見つかった(3)インタビュープロセスを通じて新し
い指標が確認された  
 
すべてのデータは0～100の数値で標準化され、指標、サブ柱、柱、環境の各レベルで加
重平均されています。全体的な実現・運用環境、柱、サブカテゴリー、個々の指標は、

4つ（4）の基準を用いて加重平均さ れました。 
1. その指標が測定しようとするものとの関連性（例：都市と国レベ ルの特
性を反映する能力）。 

2. その指標の基礎となるデータの質（都市間の比較可能性、データ収集方
法など）。  

3. 指標における独自性（例：格付に含まれる他の指標でも把握されている
ことを測定しているかどうか）。 

4. 性別に特化した構成要素（例：起業家全般ではなく、女性起業家にとっ
て重要なものを測定しているかどうかなど） 

 



 

 

2017年と2019年のWE	Cities	Indexの相違点	
2019年、一部の出典の変更により、データの入手可能性と比較可能性に応じて、一部の
指標を調整または変更する必要がありました。 しかし、すべての加重は同じに保たれ、
インデックスには引き続き71の指標があります。 変更された指標を以下に記します。 

また、指標の改良や出典の変更など、いくつかの手法の変更により、4つの指標は対応
する2017年の指標と直接比較することはできません。これらについても、以下の説明で
触れています。 しかし、各指標が全体のサブ柱の代理（情報を与える）ことを意図して
いることを考えると、これらの順位は2年後にも比較可能であると考えています。 

2019年と2023年のWE	Cities	Indexの相違点	
2023年WE Cities Indexの更新にあたり、エコシステムのテクノロジー要素についてより
深く掘り下げた調査が行われました。 この調査では、ビジネスの拡張においてテクノロ
ジーがいかにユビキタスになっているかを確認しただけでなく、世界経済が情報時代か

らデジタル時代へと移行する中で、ここ数年で起こったテクノロジーの大きな変化を、

現在の指標では拾い上げていないことが分かりました。 

そこで、2023年には、テクノロジーの柱に新たな指標を追加し、特にテクノロジー利用
における平等の問題に注目したサブ柱を新たに追加しました。 5つの新しい指標が追加
され、そのうちのいくつかは、これまでの国レベルの世界銀行のデータを置き換えたも

のです。 このデータはGWIが提供するもので、デジタル消費者に関する世界最大の調査
である同社の主要な調査「Core」を利用しています。このデータは、27億人以上のイン
ターネットユーザーを代表し、57k以上のデータポイントを提供し、48市場において4k
以上のブランドを追跡しています（現在も増加中）。調査ベースのデータであるため、

統計的に人口に配分されています。 統計的な分布は、州または国レベルの人口統計に基
づいているため、都市レベルでは正確に表現されていない可能性があります。 また、こ
のデータは、すでにインターネットを利用している人たちを対象にした調査です。 しか
し、特にデジタル時代のビジネスにおいて、女性や男性がどのようにインターネットを

利用しているかという問題に対する貴重な洞察を与えてくれるものです。 

この新しいサブ柱では、テクノロジーカテゴリーに含まれる他の3つのサブ柱の加重を
変更しました。 また、テクノロジーの柱自体の加重を40%から50%に増やしました。 

さらに、一部のデータセットがサポートされなくなったり、APIシステムが変更された
り、新しいデータセットが利用できるようになったため、指標の追加、削除、代替を行

いました。 上記の4つの加重基準に基づき、指標の削除や代替により、個々の指標は必
要に応じて加重し直されました。 



 

 

すべての指標は、対象となるサブ柱を測定するのに役立つプロキシです。 したがって、
指標間の直接的な比較はできませんが、サブ柱と柱のレベルでは同等のスコアが得られ

ます。 以下は、2023年の指標と出典のリストです。 

指標と出典	
柱(サブ柱) 指標 説明 出典 

市場 
（規模） 

人口 一般的な市場規模を示す指

標です。 
国連、政府統計機関

（Eurostat、米国国勢
調査局など） 

市場 
（規模） 

GMP 一般的な市場規模やビジネ

スチャンスを示す指標。 
政府統計機関 

市場 
（規模） 

都市・地域・国の今後5
年間の経済成長率予測  

一般的な市場規模やビジネ

スチャンスを示す指標。 
IHSの地域別・世界別
予測 

市場 
（費用） 

法人税率  この指標は、所得税率が低

いほど起業を誘致・支援す

るのに有利に働くという逆

転現象が起きています。 

Deloitte、PWC 

市場 
（費用） 

生活費（反転） この指標は、数値が高いほ

ど費用が安いことを示すよ

うに、反転しています。 

Expatistan生活費イン
デックス 

市場 
（費用） 

賃貸コスト（Numbeo-反
転表示） 

この指標は、数値が高いほ

ど費用が安いことを示すよ

うに、反転しています。 

Numbeo 

市場 
（費用） 

起業のしやすさ-費用（
一人当たり所得の割合

） 

起業のハードルを下げるこ

とは、規模拡大の第一歩で

す。 

世界銀行 Doing 
Business、ASU Doing 
Business 

市場 
（費用） 

起業のしやすさ-時間（
日数）  

起業のハードルを下げるこ

とは、規模拡大の第一歩で

す。 

世界銀行 Doing 
Business、ASU Doing 
Business 

市場 
（費用） 

起業のしやすさ - 手続き 起業のハードルを下げるこ
とは、規模拡大の第一歩で

す。 

世界銀行 Doing 
Business、ASU Doing 
Business 

市場 
（アクセス） 

都市におけるスタート

アップに占める女性起

業家の割合が最多  

調査や女性起業家へのイン

タビューから、市内に多く

の女性起業家がいることが

、女性の起業家精神を育む

ことにつながることがわか

りました。 

Crunchbase 



 

 

市場 
（アクセス） 

アクセラレータ（WOB
と共同） 

アクセラレータは、ネット

ワーク、トレーニング、資

本へのアクセスを通じて、

起業家がビジネスを拡大す

るための強力な方法を提供

します 

Seed-DB Accelerators; 
F6S; Gan; Galidata 
Accelerator Directory 

市場 
（アクセス） 

女性役員の割合 企業の取締役に女性が多い

ほど、企業の多様性への取

り組み意欲を示す。 

S&P Global CapIQ 

市場 
（方針） 

ビジネス創出のための

都市ポータル/ウェブサ
イトの存在（透明性の

あるプロセス、情報の

一元化など）。 

ビジネスを立ち上げ、成長

させるためのハードル は、
適切な許可や登録の取得方

法と、市が提供するリソー

スを把握することだけであ

ることが多いです。 多くの
都市では、事業主が必要な

関連情報をすべて見つける

ことができるワンストップ

ショップとしてポータルを

提供しています。 

Google検索と市役所
ホームページの検索 

市場 
（方針） 

民間企業 - 女性所有の企
業をベンダーとして獲

得しようとする企業の

ベンダー・プログラム 

多くの起業家は、大企業の

サプライヤーになることで

規模を拡大します。 その妨
げとなっているのは、有利

な契約を獲得する際に、女

性が経営する企業が（意図

的であろうとなかろうと）

差別されることが多いこと

です。 多様なサプライチェ
ーンに取り組んでいる都市

の大企業は、女性起業家が

規模を拡大するのを助ける

ことができます。 

市内最大手企業5社の
ウェブサイト検索 

市場 
（方針） 

政府によるWOB調達の
目標 

民間企業と同様に、多くの

都市政府は、多様なサプラ

イチェーンを確保し、女性

所有の企業が契約を確保す

る機会を与えるための条例

を制定しています。 

Google検索と市役所
ホームページの検索 



 

 

市場 
（方針） 

政府オンラインサービ

ス指数  
事業登録にアクセスしやす

い方法を持つことの重要性

と同様に、オンラインでア

クセスできる包括的な政府

サービスは、起業家の生活

と事業運営をより容易にし

ます。 

国連地域オンライン

サービス指数（LOSI) 

タレント 
(女性のスキル
と経験) 
 

労働人口率（15歳以上
の女性） 

女性が労働人口に参加でき

ることは、多くの場合、ビ

ジネス経営に必要な経験を

積むための第一歩となりま

す。 

Eurostat、政府統計サ
イト 

タレント 
(女性のスキル
と経験) 
 

WEまたは女性経営者向
けの事業経営または財

務のトレーニングコー

スまたはプログラム 

女性が規模を拡大するため

には、しばしば財務や事業

経営のスキルが必要とされ

ます。 

Professional Women's 
Network (PWN) City 
Networks; Goldman 
Sachs 10,000 Small 
Businesses; US Small 
Business 
Administration District 
Offices; 100 Women in 
Finance Locations, 
Google検索 

タレント 
(女性のスキル
と経験) 
 

MBA取得者の男女比の
推移 

中退 中退 

タレント 
(女性のスキル
と経験) 
 

高等教育以上の教育を

受けた女性人口の割合 
これは、女性自身の教育と

、女性がビジネスの拡大に

役立つ教育機会を得ている

かどうかを示す教育の平等

性の両方を示すものです。 

Eurostat; 政府統計局; 
IHS Markit; OECD; 世界
銀行 

タレント 
(女性のスキル
と経験) 
 

役員経験のある女性/男
性の比率 

この指標は、ビジネスの拡

大につなげられるような経

営者としての経験を、女性

が割合的に得ているかどう

かを示しています。 

LinkedIn 

タレント 
(女性のスキル
と経験) 
 

一流ビジネススクール

における女性教員割合
(%) 

女性がビジネススクールか

ら中退する理由のひとつに

、女性教員のロールモデル

の不足があるという調査結

果が出ています。 

The Financial Times 
Business School 
Rankings; ビジネスス
クールホームページ 

タレント 一流大学における女性

在籍者の割合 
高等教育における女性の機

会均等を示すものです。 一
The Times Higher 
Education World 



 

 

(有能な人材へ
のアクセス） 

般的な女性、特に女性起業

家にとって、その都市が魅

力的であるかどうかの代用

指標となります。 

Reputation Rankings; 
US News and World 
Report Best 
Universities in the 
World 

タレント 
(有能な人材へ
のアクセス） 

高等教育以上の教育を

受けた人口の割合 
教育された労働人口は、女

性所有のビジネスが拡大す

るために必要な才能を得る

ための前提条件となること

が多いです。 

Eurostat; 政府統計局; 
IHS Markit; OECD; 世界
銀行 

タレント 
(有能な人材へ
のアクセス） 

都市における専門サー

ビス業（金融、マーケ

ティング、会計、法律

）の労働力人口比率 

これは、事業拡大を目指す

女性にとって、必要な人材

が確保されているかどうか

を示すものです。 

LinkedIn 

タレント 
(有能な人材へ
のアクセス） 

市内にある公認のビジ

ネススクールの数 
多くの新規事業は、事業計

画を書き、事業を運営する

ことがカリキュラムの一部

であるビジネススクールで

生まれます。 

MBAを探す 

タレント 
(有能な人材へ
のアクセス） 

世界トップクラスのビ

ジネススクールの数 
ランキング上位のビジネス

スクールには、事業を拡大

するための触媒となる才能

とビジョンを持った人材が

集まる傾向があります。 

The Financial Times 
Business School 
Rankings 

タレント 
(有能な人材へ
のアクセス） 

市内にある世界ランキ

ング上位の大学数 
上位ランクの大学が、街に

人材を呼び込みます。 
US News and World 
Report Best 
Universities in the 
World 

タレント 
(有能な人材へ
のアクセス） 

その都市における上位

ランクの大学（世界

2000校中）（反転） 

上位ランクの大学は、その

都市に人材を惹きつけます

。この指標は、上位の大学

がある都市ほどスコアが高

くなるように反転していま

す。 

US News and World 
Report Best 
Universities in the 
World 

タレント 
(有能な人材へ
のアクセス） 

Itプロフェッショナルの
労働人口割合 

インターネットと企業向け

ソフトウェアが発達した今

日の環境では、事業拡大を

目指す企業は高度なIT人材を
必要としています。 

LinkedIn 

タレント 
(有能な人材へ
のアクセス） 

より高い国際的な認定

を受けた市内のビジネ

ススクールの数 

多くの新規事業は、事業計

画を書き、事業を運営する

ことがカリキュラムの一部

であるビジネススクールで

生まれます。AACSB、AMBA
、EQUISの認定を受けている

MBAを探す 



 

 

るプログラムのみを対象と

しています。 
資本 
(件数/値) 

女性経営者が25％以上
いる企業に提供された

ベンチャーキャピタル

の金額 

女性経営者がベンチャーキ

ャピタル（規模拡大のため

の強力な資金源であり、歴

史的に女性が比較的成功し

ていない場所）からどの程

度資金を獲得しているかを

相対的に示します。 

S&P Capital IQ  

資本 
(件数/値) 

都市における2ラウンド
目以上の資金調達ラウ

ンドにおける女性創業

者または経営者の数 

その都市で規模を拡大しよ

うとしている女性の数と、

より高いラウンドの資金調

達に成功した数を比較的多

く示しています。 

S&P Capital IQ 

資本 
(件数/値) 

最も活発な企業ベンチ

ャーキャピタル(上位25
社) 

企業ベンチャーキャピタル

は、資本のもう一つの供給

源であり、都市におけるそ

の普及率は、資本のための

追加のアクセスポイントを

示しています。 

S&P Capital IQ 

資本 
(件数/値) 

女性が設立したベンチ

ャーキャピタルの数 
女性の役員やパートナーが

いる投資会社やベンチャー

キャピタルは、女性起業家

により多く投資する傾向が

あるという調査結果が出て

います。 

Crunchbase 

資本 
(件数/値) 

クラウドファンディン

グサイトでの調達額 
クラウドファンディングは

、資本を集める際に女性起

業家の競争条件を平準化す

るのに役立つ可能性があり

ます。 都市における相対的
な資金調達額は、WEにとっ
てより大きな資本へのアク

セスを示す代理変数です。 

Kickstarter; Web Robot 
Kickstarter Dataset 

資本 
（性別の割合） 

2回目以上の資金調達ラ
ウンドで、創業者また

は経営者が女性である

都市企業の割合 

これは、より高いラウンド

の資金調達に女性が比例し

ているかどうか（規模拡大

）を示しています。 

S&P Capital IQ 

資本 
（性別の割合） 

女性役員が25％以上い
る企業に提供されたベ

ンチャーキャピタルフ

ァンドの割合 

これは、女性が資金調達に

比例してアクセスできてい

るかどうかを示しています

。 

S&P Capital IQ 



 

 

資本 
（性別の割合） 

女性役員が1名以上いる
投資会社全体の割合 

女性の役員やパートナーが

いる投資会社やベンチャー

キャピタルは、女性起業家

により多く投資する傾向が

あるという調査結果が出て

います。 

S&P Capital IQ 

資本 
（性別の割合） 

平等性の尺度：推定所

得金額（国際） 1,000ド
ル 

この指標は、一国の経済資

源に対して女性がどれだけ

の支配力を持っているかを

示す代理指標です 

World Economic 
Forum; UNDP; 世界銀
行; Eurostat; 政府統計
サイト; S&Pの計算に
よる 

資本 
（女性の資本基

盤） 

有給育児休暇の週数（

完全有給または部分有

給） 

家庭を築き、成長させるた

めに休暇を取ることは、女

性が富を築くための基盤と

なる収入を失う原因となり

ます。この収入が途絶えな

い限り、女性は自分のビジ

ネスや他者に投資するため

の富を蓄積することができ

ます。 

政府ウェブサイト; 
OECD; google検索; ニ
ュース記事 

資本 
（女性の資本基

盤） 

潜在的な投資家の数（

HNWIの人口） 
女性は資金を友人や家族に

頼ることが多いです。 これ
は、女性起業家にとって潜

在的な投資家となり得る適

格な投資家が市内に多く存

在することを示しています

。 

Knight Frank 

資本 
（女性の資本基

盤） 

平等性の尺度：金融機

関で貯蓄、またはモバ

イルマネー口座の利用

（15歳以上の割合） 

この指標は、過去1年間に銀
行やその他の金融機関で貯

蓄や積み立てを行った、あ

るいはモバイルマネー口座

を使って貯蓄を行ったと回

答した人の割合の男女比を

測定するものです。 

世界銀行 Global 
Findex Database; S&P
計算 

資本 
（女性の資本基

盤） 

クラウドファンディン

グサイトの総プロジェ

クト 

クラウドファンディングは

、資本を集める際に女性起

業家の競争条件を平準化す

るのに役立つ可能性があり

ます。 サイトが都市で活躍
している程度は、WEにとっ

Kickstarter; Web Robot 
Kickstarter Dataset 



 

 

って資本へのアクセスが大

きいことを示す代理変数で

す。 
文化 
(メンターとロ
ールモデルへの

アクセス） 

ロールモデルの存在: #
世界的に認められた成

功したWEの 

女性は、事業を拡大してい

る他の女性の姿を目にする

ことがないため、大きな夢

を抱かないことがよくあり

ます。 これは、起業家とし
て成功するためのロールモ

デルが、その都市にどれだ

け存在するかを示していま

す。 

Forbes 100 Most 
Powerful Women 

文化 
(メンターとロ
ールモデルへの

アクセス） 

過去3期における女性市
長 

政治的リーダーシップのあ

る女性は、ロールモデルに

なると同時に、女性のため

の公平な競争条件を提供す

る法律に影響を与えること

ができます。 

各自治体のウェブサ

イト、ウィキペディ

ア 

文化 
(メンターとロ
ールモデルへの

アクセス） 

起業家ネットワーク（

起業経験のある人口） 
私たちの調査によると、近

くに他の起業家がいること

は、ネットワークを構築し

、支援や助言を提供する上

で貴重であることがわかり

ました。 

LinkedIn 

文化 
(メンターとロ
ールモデルへの

アクセス） 

WEやビジネスウーマン
に特化した全国レベル

のネットワーク、支援

活動、サプライヤー開

発グループの数 

WEを支持し、WEが政府や大
企業と契約を結ぶのを支援

する組織は、WEの規模を拡
大し、WEに関する認識を変
えるのに役立っています。 
都市は真空地帯で活動して

いるわけではなく、国レベ

ルの政策や文化が都市に浸

透することがよくあります

。 

オンライン検索 

文化 
(メンターとロ
ールモデルへの

アクセス） 

WEやビジネスウーマン
に特化した都市レベル

の組織の数 

都市レベルの組織は、WEの
規模拡大に役立つ貴重なネ

ットワーキング、教育、ア

ドボカシーを提供すること

ができます。 

オンライン検索  



 

 

文化 
(メンターとロ
ールモデルへの

アクセス） 

主要なビジネス団体（

例：商工会議所、その

他影響力のあるビジネ

スグループ）の役員に

占める女性の割合 

ビジネス団体の役員に女性

がいると、他の企業とのネ

ットワークが広がり、市内

でより多様なビジネス環境

を育むことができます。 

オンライン検索 

文化 
(メンターとロ
ールモデルへの

アクセス） 

主要都市経済団体の女

性リーダーの数 
企業団体の女性リーダーが

いることは、女性が他の企

業とのネットワークを広げ

、都市におけるより多様な

ビジネス環境を促進するの

に役立ちます。 

企業団体のウェブサ

イト 

文化 
(メンターとロ
ールモデルへの

アクセス） 

女性リーダーが率いる

主要都市の経済団体の

割合 

絶対数も重要ですが、存在

感も重要です。 これは、そ
の都市のビジネス界におい

て、女性がリーダーとして

占める割合が高いかどうか

を示すものです。 

企業団体のウェブサ

イト 

文化 
（態度・期待） 

WEまたはビジネスウー
マンを対象とした市の

イベントの開催頻度 

WEやビジネスウーマンのた
めの都市レベルのイベント

は、女性のネットワークづ

くりや重要なスキルの習得

に役立ちます。 

Meetup.com; オンラ
イン検索 

文化 
（態度・期待） 

その都市のメディアに

おける、成功した「女

性起業家」に関する関

連記事の割合 

メディアでロールモデルに

ついて耳にすることは、女

性が大きな夢を抱くのに役

立つもう一つの方法です。 

Factiva 

文化 
（態度・期待） 

「ほとんど許容されな

い、あるいは全く許容

されないと考える回答

者の割合」「性差別的

・女性差別的な言葉を

使うこと」 

これは、女性に対する街の

全体的な態度を示す指標で

す。 女性の願望や自己認識
には、肯定的なメッセージ

よりも否定的なメッセージ

の方が大きな影響を与える

ことが多いです。 この指標
は、女性に対する肯定的な

メッセージと否定的なメッ

セージの比率を測定するも

のです。 

IPSOS 

文化 
（態度・期待） 

Numbeo.com犯罪レベル
（反転） 

犯罪と安全は、どのビジネ

スにとっても重要な懸念事

項ですが、ビジネスを拡大

するかどうかを決定する際

Numbeo.com 



 

 

に、女性は安全をより評価

する傾向があります。 
文化 
（態度・期待） 

Numbeo.com安全性評価
尺度 

犯罪と安全は、どのビジネ

スにとっても重要な懸念事

項ですが、ビジネスを拡大

するかどうかを決定する際

に、女性は安全をより評価

する傾向があります。 

Numbeo.com 

文化 
（態度・期待） 

Numbeo.com襲われる心
配（反転） 

犯罪と安全は、どのビジネ

スにとっても重要な懸念事

項ですが、ビジネスを拡大

するかどうかを決定する際

に、女性は安全をより評価

する傾向があります。 

Numbeo.com 

文化 
（方針） 

男女別の所得または雇

用に関する都市レベル

のデータの収集 

これは、その都市が男女平

等、特にWEにとって重要な
経済問題に関心を持ってい

るかどうかを示す指標とな

ります。 測定されたものは
管理されます。ですから、

私たちはこの指標を、男女

平等を重視する文化 の指標
として含めています。 

自治体のウェブサイ

ト; オープンデータプ
ラットフォーム; オン
ライン検索 

文化 
（方針） 

女性の平等問題に特化

した市や国レベルの政

策提言組織の存在 

女性の平等と権利に取り組

む組織は、文化を変えるの

に役立ち、ビジネスを拡大

するための必要条件である

自由を女性に提供していま

す。 

オンライン検索 

文化 
（方針） 

「同一価値労働同一報

酬」（公平な賃金）に

対する方針 

これも男女平等を重視する

文化の表れです。 また、女
性が貯蓄や富を築けるよう

、経済的価値を獲得するこ

とは非常に重要です。 

世界銀行、各国政府

ウェブサイト 

文化 
（方針） 

「雇用における性別に

よる差別の禁止」に関

する方針 

これも男女平等を重視する

文化の表れです。 また、女
性が職場で平等な機会を得

て、事業の拡大に必要な重

要なスキルや経験を身につ

世界銀行 



 

 

けることは非常に重要です

。 
文化 
（方針） 

有給出産休暇 この指標は、女性の活躍の

場を平等にしようとする企

業文化を代用するバイナリ

（y/n）指標です。 

世界銀行 

文化 
（方針） 

有給育児休暇制度 この指標は、女性の活躍の

場を平等にしようとする企

業文化を代用するバイナリ

（y/n）指標です。 

世界銀行 

文化 
（方針） 

国会議員に占める女性

の割合 
指導的立場にある女性は、

ロールモデルであると同時

に、女性の活躍の場を均等

にするための法案を提出す

ることができます。 

IPU 

文化 
（方針） 

市議会に占める女性の

割合 
市議会に選出された女性（

議会には政策決定権があり

、市・メトロレベルでもあ

ります） 

地方自治体のウェブ

サイト 

文化 
（方針） 

給与の透明性に関する

方針 
企業に各職務の給与を公開

することを求める国または

地方レベルの政策です 

政府のウェブサイト 

テクノロジー 
(接続)  

インターネットを利用

する女性の割合 
インターネットへのアクセ

スは、グローバル経済と十

分に関わるために必要不可

欠になってきています。 こ
の指標は、女性がアクセス

できる程度を測定するもの

です。 

ITU; World 
Telecommunication ICT 
Indicators Database; 
Google Digital 
Development 
Dashboard; Statistaデ
ータ(国レベル) 
"Internet usage 
penetration in the 
United States in Nov 
2021 by state."(米国以
外の都市) 

テクノロジー 
(接続) 

モバイルのダウンロー

ド速度の中央値（mbps
）  

ダウンロード速度とは、サ

ーバーからデータをダウン

ロードする際に、1秒間に何
メガビットのデータをダウ

ンロードできるかを指しま

す。企業や新興企業では、

速度テストのパフォ

ーマンス 



 

 

、オンラインやモバイル機

器での業務が増加している

ため、ダウンロード速度が

遅いと生産性が低下し、最

終的に収益が悪化する可能

性があります。 
テクノロジー 
(接続) 

モバイルアップロード

速度の中央値（mbps）  
アップロード速度とは、コ

ンピュータやモバイル機器

からインターネット上の別

の機器やサーバーに情報を

送信する際に、1秒間に何メ
ガビットのデータを送信で

きるかを示すものです。企

業や新興企業のオンライン

化が進む中、アップロード

速度が遅いと生産性が低下

し、最終的に収益に悪影響

を及ぼす可能性があります

。 

速度テストのパフォ

ーマンス 

テクノロジー 
(接続) 

モバイルレイテンシ中

央値の反転(ms)  
レイテンシとは、ネットワ

ーク上のある地点から別の

地点までデータが通過する

のにかかる時間のことです

。企業やスタートアップ企

業がオンラインやモバイル

デバイスを通じて事業を行

うことが多くなっているこ

とを考えると、遅延が大き

いと通信やネットワークの

ボトルネックとなり、収益

に悪影響を与える可能性が

あります。 

速度テストのパフォ

ーマンス 

テクノロジー 
(接続) 

固定ダウンロード速度

中央値(mbps)  
ダウンロード速度とは、サ

ーバーからデータをダウン

ロードする際に、1秒間に何
メガビットのデータをダウ

ンロードできるかを指しま

す。企業や新興企業のオン

ライン化が進む中、ダウン

ロード速度が遅いと生産性

速度テストのパフォ

ーマンス 



 

 

性が低下し、最終的に収益

に悪影響を及ぼす可能性が

あります。 
テクノロジー 
(接続) 

固定アップロード速度

の中央値（mbps）  
アップロード速度とは、コ

ンピュータやモバイル機器

からインターネット上の別

の機器やサーバーに情報を

送信する際に、1秒間に何メ
ガビットのデータを送信で

きるかを示すものです。企

業や新興企業のオンライン

化が進む中、アップロード

速度が遅いと生産性が低下

し、最終的に収益に悪影響

を及ぼす可能性があります

。 

速度テストのパフォ

ーマンス 

テクノロジー 
(接続) 

固定待ち時間の中央値

の反転(ms)  
レイテンシとは、ネットワ

ーク上のある地点から別の

地点までデータが通過する

のにかかる時間のことです

。ビジネスや新興企業のオ

ンライン化が進む中、遅延

が大きいと通信やネットワ

ークのボトルネックとなり

、収益に悪影響を及ぼす可

能性があります。  

速度テストのパフォ

ーマンス  

テクノロジー 
(接続) 

少なくとも3Gのモバイ
ルネットワークでカバ

ーされている人口（こ

のデータを収集しなが

ら、我々はインデック

スで加重していないこ

とに注意してください

）。 

2002年頃に登場し、2Gの後
継となった第3世代モバイル
通信技術（3G)。前任者より
も優れた速度、容量、帯域

幅、およびセキュリティを

提供しました。 3Gが支配的
なモバイル通信標準になる

につれて、4Gネットワ ーク
はますますシャットダウン

されています。 

ITU Digital 
Development 
Dashboard（注：当社
ではこのデータを収

集していますが、こ

の指標に加重してい

るわけではありませ

ん。） 

テクノロジー 
(接続) 

少なくとも4Gのモバイ
ルネットワークでカバ

ーされている人口 

2009年頃に登場した、3Gを
継承する第4世代（4G）モバ
イル通信技術。2Gに比べ、
速度、容量、帯域幅、セキ

ITU Digital 
Development 
Dashboard 



 

 

キュリティが向上していま

す。世界で最も広く利用さ

れ、支持されているモバイ

ル通信規格です。したがっ

て、信頼性の高い4Gは、都
市がビジネスを始めるため

に必要なモバイルインフラ

を備えているかどうかを示

す指標とみなすことができ

ます。 
テクノロジー 
（費用） 

インターネットの平均

月額費用の反転（8MBの
速度）（米ドル） 

費用はアクセスの妨げにな

るだけでなく、ビジネスを

拡大する妨げにもなるため

、基本的な技術の相対的な

費用を測定しています。 

Expatistan生活費イン
デックス 

テクノロジー 
（費用） 

プリペイド携帯電話料

金（割引・プランなし

）1分あたりの平均コス
トの反転（米ドル） 

費用はアクセスの妨げにな

るだけでなく、ビジネスを

拡大する妨げにもなるため

、基本的な技術の相対的な

費用を測定しています。 

Expatistan生活費イン
デックス  

テクノロジー 
（費用） 

一人当たりのオープン

開発ユーザー数 
オープン開発プラットフォ

ームは、ソフトウェアアプ

リケーションの開発者とユ

ーザーの出会いの場を提供

しています。 これらの開発
プラットフォームを利用す

ることで、起業家はより迅

速に、あるいはより低コス

トでビジネスを拡大するこ

とができるようになります

。 

Github.com - 各都市の
ユーザー検索 

テクノロジー 
（費用） 

データセンターにおけ

る平均kw/ラック 
データセンターは、デジタ

ル経済の重要なインフラス

トラクチャの一部です。kw/
ラックはデータセンターの

効率性を測る指標です。 数
値が高いほど効率が高いこ

とを意味し、クラウド、ス

マートシティ、IoTなどのア

S&P Global Market 
Intelligence 



 

 

のアプリケーションのコス

ト低減に貢献します。 
テクノロジー 
（方針） 

オープンガバメントデ

ータ指標（オープンデ

ータへの取り組み） 

この指標は、政府がオンラ

インデータセット、オンラ

インサービスへのアクセス

、データツール、公共調達

の通知、その他のオンライ

ン情報など、データへのア

クセスをどの程度提供して

いるかを測定するものです

。  

Open Government 
Data Index OGDI; UN 
Public Administration 
EGov City Data 

テクノロジー 
（方針） 

女性のための一人当た

りの技術トレーニング

組織（最大＝10） 

テクノロジーは誰にとって

も敷居の高いものです。 事
業を拡大したい女性には、

テクノロジーを活用するた

めの基本的なスキルが必要

です。 また、女性向けのク
ラスは、女性にとってより

敷居が低い/魅力的です。 

Pyladies Locations; 
Women Who Code 
Networks; Girls in Tech 
Network; Rails Girls 
Events; Girls Who Code 
Locations; Django Girls 
Events 

テクノロジー 
（方針） 

女性のための技術トレ

ーニング組織 
テクノロジーは誰にとって

も敷居の高いものです。 事
業を拡大したい女性には、

テクノロジーを活用するた

めの基本的なスキルが必要

です。 また、女性向けのク
ラスは、女性にとってより

敷居が低い/魅力的です。 

Pyladies Locations; 
Women Who Code 
Networks; Girls in Tech 
Network; Rails Girls 
Events; Girls Who Code 
Locations; Django Girls 
Events 

テクノロジー 
（方針） 

ベースライン・サイバ

ーセキュリティ・スコ

ア 

この指標は、各国政府が基

本的なサイバーセキュリテ

ィ対策をどの程度実施して

いるかを点数化したもので

すより多くのビジネスやコ

ミュニケーションがバーチ

ャルで行われる中、データ

保護、電子認証、デジタル

サービスの保護は非常に重

要です。 

国家サイバーセキュ

リティインデックス

（National Cyber 
Security Index） 

テクノロジー 
（方針） 

スマートシティランキ

ングの反転（スマート

これらの都市は、いくつか

の重要なカテゴリー（健康

と安全、モビリティ、活動

プランBスマートシテ
ィインデックス 



 

 

シティプロジェクト数

） 
、機会、ガバナンス）内の

構造と技術に基づいて、全

118都市の中からランク付け
されました。 

テクノロジー 
（方針） 

5Gの一人当たりの商用
展開数  

この指標は、都市で利用可

能で実行されている商用5G
展開の数を測定します。 5G
はより高速で優れた接続性

を提供するため、この指標

は、どの都市が起業家に最

新かつ最速の接続技術への

アクセスを提供しているか

を垣間見ることができます

。 

Speed Test Ookla 5G 
Map 

テクノロジー 
（方針） 

商用5Gが利用可能か？ この指標は、都市で利用可

能で実行されている商用5G
展開の数を測定します。 5G
はより高速で優れた接続性

を提供するため、この指標

は、どの都市が起業家に最

新かつ最速の接続技術への

アクセスを提供しているか

を垣間見ることができます

。 

Speed Test Ookla 5G 
Map 

テクノロジー 
(平等性) 

新しい技術を使う自信

があると答えた女性/男
性の比率（最大＝1） 

これは、女性がテクノロジ

ーを使うことにどれだけ自

信を持っているかを示すも

のです 

GWI 

テクノロジー 
(平等性) 

オンライン決済サービ

スを利用していない男

女比（最大値＝1） 

女性がオンライン決済サー

ビスを利用しているかどう

かの指標となります。 

GWI 

テクノロジー 
(平等性) 

技術産業における男女

平等（重要な役割を担

う女性／男性の割合） 

テクノロジー産業で働くこ

とは、さまざまなビジネス

に応用できる重要なスキル

を身につけることになりま

す。 この業界は伝統的に男
性優位であり、女性のスキ

ルアップが制限されていま

す。 

S&P Global CapIQ 



 

 

テクノロジー 
(平等性) 

LinkedInの広告利用者、
女性比率 

アイデアや情報を交換する

場となりつつあるソーシャ

ルメディアに、女性がどれ

だけ平等に関与しているか

を示すものです。 

データウェアポータ

ル 

テクノロジー 
(平等性) 

インターネットを利用

して財務・貯蓄を管理

している女性／男性の

割合（最大値＝1） 

これは、女性が財務や貯蓄

を管理するためにテクノロ

ジーを利用しているかどう

かを示すものです。  

GWI 

テクノロジー 
(平等性) 

ビジネス関連のリサー

チにインターネットを

利用する女性/男性の比
率（最大値=1） 

ビジネス関連のリサーチに

インターネットを利用する

女性が、どの程度平等であ

るかを示しています。 

GWI  

テクノロジー 
(平等性) 

ビジネス関連のネット

ワーキングにインター

ネットを利用する女性/
男性の比率 

これは、女性がネットワー

キングのためにインターネ

ットをどのように利用して

いるかを示すものです。 

GWI 

テクノロジー 
(平等性) 

LinkedInの広告利用者の
男女比：女性/男性（最
大1.0）（LinkedInの利用
者の男女比：女性/男性
（最大値=1.0）） 

これは、女性がプロフェッ

ショナルなソーシャルメデ

ィアに等しく関与している

かどうかを示すものです。 

データウェアポータ

ル 

 

IHS	Markit（現在はS&P	Globalの傘下）について	
IHS Markitは、現在S&Pグローバル（NYSE: SPGI）の傘下にあります。Markit Intelligenceは
、お客様が確信を持って意思決定できるように、適切なデータ、接続されたテクノロジ

ー、専門家の強力な組み合わせであるEssential Intelligenceを提供しています。 

S&P Market Intelligenceは、資本集約的な産業と市場に関する最も深いインテリジェンス
を結集しています。S&Pのアナリストと業界スペシャリストは、データを変数間で接続
することで、お客様により豊かで高度に統合された世界観を提供します。私たちは、原

因と結果、リスクと機会を新しい方法で分離することができ、お客様がより高い信頼性

を持って十分な情報を得た上で意思決定を行うことができるようにします。当社のダイ

ナミックなチームには、金融、エネルギー、運輸の主要なポジションを含む多くの業界

にわたる専門知識を持つ5,000人以上のアナリスト、データ科学者、金融専門家、業界
スペシャリストが含まれています。私たちの専門家チームは、最先端のデータおよびテ



 

 

クノロジーソリューションを提供し、お客様と協力して、視野を広げ、自信を持って業

務を遂行し、信念を持って意思決定を行うための比類ない洞察を提供します。 

 


