
◆首都と主要都市とが異なる例 一時期のみ異なっていた例も含めている。 

• 中華人民共和国：首都 北京と、経済中枢都市である上海 

• 中華民国（台湾）：首都 台北市と、最大都市 新北市 

• フィリピン：首都 マニラと、最大都市 ケソン 

• ベトナム：首都 ハノイと、最大都市 ホーチミン市 

• ミャンマー：首都 ネピドーと、最大都市 ヤンゴン（旧称：ラングーン。旧首都） 

• インド：首都 デリーと、最大都市 ムンバイ 

• スリランカ：首都 スリジャヤワルダナプラコッテと、最大都市 コロンボ（旧首都） 

• パキスタン：首都 イスラマバードと、最大都市 カラチ（旧首都） 

• カザフスタン：首都 ヌルスルタンと、最大都市 アルマトイ（旧首都） 

• アラブ首長国連邦：首都 アブダビと、経済・観光の中心都市 ドバイ 

• リヒテンシュタイン:首都 ファドゥーツと、最大都市 シャーン（旧首都） 

• イタリア：首都 ローマと、経済の中心都市 ミラノ 

• サンマリノ：首都 サンマリノと、最大都市 セラヴァッレ 

• ドイツ：首都 ベルリンと、経済の中心都市 フランクフルト 

• スイス：首都 ベルンと、経済の中心都市 チューリッヒ 

• マルタ:首都 バレッタと、最大都市 ビルキルカラ（旧首都） 

• モンテネグロ:憲法上の首都 ツェティニエと、事実上の首都かつ最大都市 ポドゴリツァ 

• トルコ：首都 アンカラと、最大都市 イスタンブール（旧東ローマ帝国・オスマン帝国首都） 

• イスラエル：首都 エルサレム（国連および多くの外国は認めていない） 

• スーダン：首都 ハルツームと、最大都市 オムドゥルマン 

• モロッコ：首都 ラバトと、最大都市 カサブランカ 

• ベナン：憲法上の首都 ポルトノボと、事実上の首都 コトヌー 

• カメルーン：首都 ヤウンデと、最大都市 ドゥアラ 

• 赤道ギニア：首都 マラボと、最大都市 バタ 

• ガンビア：首都 バンジュールと、最大都市 セレクンダ 

• コートジボワール：首都 ヤムスクロと、最大都市 アビジャン（旧首都） 

• ナイジェリア連邦共和国：首都 アブジャと、最大都市 ラゴス（旧首都） 

• タンザニア：首都 ドドマと、最大都市 ダルエスサラーム（旧首都） 

• マラウイ：首都 リロングウェと、最大都市 ブランタイヤ 

• 南アフリカ共和国：首都のひとつである プレトリアと、最大都市 ヨハネスブルグ 

• アメリカ合衆国：首都 ワシントン D.C.と、最大都市 ニューヨーク（旧首都） 

• カナダ：首都 オタワと、最大都市 トロント（旧首都） 

• トリニダード・トバゴ：首都 ポートオブスペインと、最大都市 サンフェルナンド 

• ベリーズ:首都 ベルモパンと、最大都市 ベリーズシティ（旧首都） 

• ブラジル：首都 ブラジリアと、最大都市 サンパウロ 

• エクアドル：首都 キトと、最大都市 グアヤキル 

• ボリビア：憲法上の首都 スクレ、事実上の首都 ラパスと、経済の中心都市 サンタクルス 

• オーストラリア：首都 キャンベラと、最大都市 シドニー 

• ニュージーランド：首都 ウェリントンと、最大都市 オークランド（旧首都） 

• パラオ: 首都 マルキョク（人口約 400 人）と、最大都市 コロール（旧首都） 

• リビア: 首都 トリポリ（トリポリタニア）と東部行政中心地 ベンガジ（キレナイカ） 

• ブルンジ:首都 ギテガと、最大都市 ブジュンブラ（旧首都） 
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