
報道の自由度ランキング 
 

2015年の報道の自由度ランキングを掲載しています(対象国: 180ヶ国)。 

各国のメディアに与えられる報道の自由度を表す。 

報道の自由に対する侵害について、法的支配やインターネット検閲、ジャーナリストへの

暴力などの項目で調査されており、侵害度が大きいほど指数は高くなる。 

 

 

順位 国名称 単位: 指数 前年比 地域 

1位   フィンランド  7.52 － ヨーロッパ 

2位   ノルウェー  7.75 +1 ヨーロッパ 

3位   デンマーク  8.24 +4 ヨーロッパ 

4位   オランダ  9.22 -2 ヨーロッパ 

5位   スウェーデン  9.47 +5 ヨーロッパ 

6位   ニュージーランド  10.06 +3 オセアニア 

7位   オーストリア  10.85 +5 ヨーロッパ 

8位   カナダ  10.99 +10 北米 

9位   ジャマイカ  11.18 +8 中南米 

10位   エストニア  11.19 +1 ヨーロッパ 

11位   アイルランド  11.20 +5 ヨーロッパ 

12位   ドイツ  11.47 +2 ヨーロッパ 

13位   チェコ  11.62 － ヨーロッパ 

14位   スロバキア  11.66 +6 ヨーロッパ 

15位   ベルギー  11.98 +8 ヨーロッパ 

16位   コスタリカ  12.26 +5 中南米 

17位   ナミビア  12.50 +5 アフリカ 

18位   ポーランド  12.71 +1 ヨーロッパ 

19位   ルクセンブルク  13.61 -15 ヨーロッパ 

20位   スイス  13.85 -5 ヨーロッパ 

21位   アイスランド  13.87 -13 ヨーロッパ 

22位   ガーナ  15.50 +5 アフリカ 

23位   ウルグアイ  15.94 +3 中南米 

http://ecodb.net/country/FI/
http://ecodb.net/country/NO/
http://ecodb.net/country/DK/
http://ecodb.net/country/NL/
http://ecodb.net/country/SE/
http://ecodb.net/country/NZ/
http://ecodb.net/country/AT/
http://ecodb.net/country/CA/
http://ecodb.net/country/JM/
http://ecodb.net/country/EE/
http://ecodb.net/country/IE/
http://ecodb.net/country/DE/
http://ecodb.net/country/CZ/
http://ecodb.net/country/SK/
http://ecodb.net/country/BE/
http://ecodb.net/country/CR/
http://ecodb.net/country/NA/
http://ecodb.net/country/PL/
http://ecodb.net/country/LU/
http://ecodb.net/country/CH/
http://ecodb.net/country/IS/
http://ecodb.net/country/GH/
http://ecodb.net/country/UY/


順位 国名称 単位: 指数 前年比 地域 

24位   キプロス  16.52 +1 ヨーロッパ 

25位   オーストラリア  17.03 +3 オセアニア 

26位   ポルトガル  17.11 +4 ヨーロッパ 

27位   リヒテンシュタイン  17.67 -21 ヨーロッパ 

28位   ラトビア  18.12 +9 ヨーロッパ 

29位   スリナム  18.20 +2 中南米 

30位   ベリーズ  18.54 -1 中南米 

31位   リトアニア  18.80 +1 ヨーロッパ 

32位   アンドラ  19.87 -27 ヨーロッパ 

33位   スペイン  19.95 +2 ヨーロッパ 

34位   イギリス  20.00 -1 ヨーロッパ 

35位   スロベニア  20.55 -1 ヨーロッパ 

36位   カーボヴェルデ  20.69 -12 アフリカ 

37位   アンティグア・バーブーダ  21.02 -1 中南米 

38位   フランス  21.15 +1 ヨーロッパ 

39位   南アフリカ  22.06 +3 アフリカ 

40位   サモア  22.32 － オセアニア 

41位   トリニダード・トバゴ  22.39 +2 中南米 

42位   ボツワナ  22.91 -1 アフリカ 

43位   チリ  23.00 +15 中南米 

44位   トンガ  23.37 +19 オセアニア 

45位   エルサルバドル  23.66 -7 中南米 

46位   ブルキナファソ  23.79 +6 アフリカ 

47位   ニジェール  23.85 +1 アフリカ 

48位   マルタ  24.16 +3 ヨーロッパ 

49位   アメリカ  24.41 -3 北米 

50位   コモロ  24.52 +3 アフリカ 

51位   台湾  24.83 -1 アジア 

52位   ルーマニア  24.90 -7 ヨーロッパ 

http://ecodb.net/country/CY/
http://ecodb.net/country/AU/
http://ecodb.net/country/PT/
http://ecodb.net/country/LI/
http://ecodb.net/country/LV/
http://ecodb.net/country/SR/
http://ecodb.net/country/BZ/
http://ecodb.net/country/LT/
http://ecodb.net/country/AD/
http://ecodb.net/country/ES/
http://ecodb.net/country/GB/
http://ecodb.net/country/SI/
http://ecodb.net/country/CV/
http://ecodb.net/country/AG/
http://ecodb.net/country/FR/
http://ecodb.net/country/ZA/
http://ecodb.net/country/WS/
http://ecodb.net/country/TT/
http://ecodb.net/country/BW/
http://ecodb.net/country/CL/
http://ecodb.net/country/TO/
http://ecodb.net/country/SV/
http://ecodb.net/country/BF/
http://ecodb.net/country/NE/
http://ecodb.net/country/MT/
http://ecodb.net/country/US/
http://ecodb.net/country/KM/
http://ecodb.net/country/TW/
http://ecodb.net/country/RO/


順位 国名称 単位: 指数 前年比 地域 

53位   ハイチ  25.08 -6 中南米 

54位   モンゴル  25.25 +34 アジア 

55位   モーリタニア  25.27 +5 アフリカ 

56位   パプアニューギニア  25.87 -12 オセアニア 

57位   アルゼンチン  26.11 -2 中南米 

58位   クロアチア  26.12 +7 ヨーロッパ 

59位   マラウイ  26.41 +14 アフリカ 

60位   韓国  26.55 -3 アジア 

61位   日本  26.95 -2 アジア 

62位   ガイアナ  27.21 +5 中南米 

63位   ドミニカ共和国  27.31 +5 中南米 

64位   マダガスカル  27.43 +17 アフリカ 

65位   ハンガリー  27.44 -1 ヨーロッパ 

66位   ボスニア・ヘルツェゴビナ  27.51 － ヨーロッパ 

67位   セルビア  27.66 -13 ヨーロッパ 

68位   モーリシャス  27.69 +2 アフリカ 

69位   グルジア  27.70 +15 ヨーロッパ 

70位   香港  27.76 -9 アジア 

71位   セネガル  27.77 -9 アフリカ 

72位   モルドバ  27.85 -16 ヨーロッパ 

73位   イタリア  27.94 -24 ヨーロッパ 

74位   ニカラグア  27.94 -3 中南米 

75位   タンザニア  28.09 -6 アフリカ 

76位   北キプロス  28.33 +7 ヨーロッパ 

77位   レソト  28.36 -3 アフリカ 

78位   アルメニア  28.43 － ヨーロッパ 

79位   シエラレオネ  28.47 -7 アフリカ 

80位   トーゴ  28.50 -4 アフリカ 

81位   ギニアビサウ  28.70 +5 アフリカ 

※同位の場合は国名称順 

http://ecodb.net/country/HT/
http://ecodb.net/country/MN/
http://ecodb.net/country/MR/
http://ecodb.net/country/PG/
http://ecodb.net/country/AR/
http://ecodb.net/country/HR/
http://ecodb.net/country/MW/
http://ecodb.net/country/KR/
http://ecodb.net/country/JP/
http://ecodb.net/country/GY/
http://ecodb.net/country/DO/
http://ecodb.net/country/MG/
http://ecodb.net/country/HU/
http://ecodb.net/country/BA/
http://ecodb.net/country/RS/
http://ecodb.net/country/MU/
http://ecodb.net/country/GE/
http://ecodb.net/country/HK/
http://ecodb.net/country/SN/
http://ecodb.net/country/MD/
http://ecodb.net/country/IT/
http://ecodb.net/country/NI/
http://ecodb.net/country/TZ/
http://ecodb.net/country/LS/
http://ecodb.net/country/AM/
http://ecodb.net/country/SL/
http://ecodb.net/country/TG/
http://ecodb.net/country/GW/


平和度指数ランキング 
2014年の平和度指数ランキングを掲載しています(対象国: 162ヶ国)。 

各国がどれくらい平和であるかを表す指標とされる。 

国内紛争や治安悪化、軍事力強化など平和維持への不安要素が大きいほど指数は高くなる。 

 

 

順位 国名称 単位: 指数 前年比 地域 

1位   アイスランド  1.19 － ヨーロッパ 

2位   デンマーク  1.19 － ヨーロッパ 

3位   オーストリア  1.20 +1 ヨーロッパ 

4位   ニュージーランド  1.24 -1 オセアニア 

5位   スイス  1.26 － ヨーロッパ 

6位   フィンランド  1.30 +1 ヨーロッパ 

7位   カナダ  1.31 +1 北米 

8位   日本  1.32 -2 アジア 

9位   ベルギー  1.35 +1 ヨーロッパ 

10位   ノルウェー  1.37 +1 ヨーロッパ 

11位   スウェーデン  1.38 -2 ヨーロッパ 

11位   チェコ  1.38 +3 ヨーロッパ 

13位   アイルランド  1.38 -1 ヨーロッパ 

14位   スロベニア  1.40 -1 ヨーロッパ 

15位   オーストラリア  1.41 +1 オセアニア 

16位   ブータン  1.42 +4 アジア 

17位   ドイツ  1.42 -2 ヨーロッパ 

18位   ポルトガル  1.43 － ヨーロッパ 

19位   スロバキア  1.47 +14 ヨーロッパ 

20位   オランダ  1.48 +2 ヨーロッパ 

21位   ハンガリー  1.48 +2 ヨーロッパ 

22位   カタール  1.49 -3 中東 

23位   ポーランド  1.53 +2 ヨーロッパ 

24位   モーリシャス  1.54 -3 アフリカ 

25位   シンガポール  1.55 -9 アジア 

http://ecodb.net/country/IS/
http://ecodb.net/country/DK/
http://ecodb.net/country/AT/
http://ecodb.net/country/NZ/
http://ecodb.net/country/CH/
http://ecodb.net/country/FI/
http://ecodb.net/country/CA/
http://ecodb.net/country/JP/
http://ecodb.net/country/BE/
http://ecodb.net/country/NO/
http://ecodb.net/country/SE/
http://ecodb.net/country/CZ/
http://ecodb.net/country/IE/
http://ecodb.net/country/SI/
http://ecodb.net/country/AU/
http://ecodb.net/country/BT/
http://ecodb.net/country/DE/
http://ecodb.net/country/PT/
http://ecodb.net/country/SK/
http://ecodb.net/country/NL/
http://ecodb.net/country/HU/
http://ecodb.net/country/QA/
http://ecodb.net/country/PL/
http://ecodb.net/country/MU/
http://ecodb.net/country/SG/


順位 国名称 単位: 指数 前年比 地域 

26位   クロアチア  1.55 +2 ヨーロッパ 

26位   スペイン  1.55 +1 ヨーロッパ 

28位   台湾  1.56 -2 アジア 

29位   ウルグアイ  1.57 -5 中南米 

30位   チリ  1.59 +1 中南米 

31位   エストニア  1.64 +7 ヨーロッパ 

32位   ブルガリア  1.64 +2 ヨーロッパ 

33位   マレーシア  1.66 -4 アジア 

34位   イタリア  1.68 +1 ヨーロッパ 

35位   ルーマニア  1.68 -5 ヨーロッパ 

36位   ボツワナ  1.68 -4 アフリカ 

37位   クウェート  1.68 － 中東 

38位   ラオス  1.72 +1 アジア 

39位   ラトビア  1.75 +2 ヨーロッパ 

40位   アラブ首長国連邦  1.75 -4 中東 

41位   モンゴル  1.78 +23 アジア 

42位   コスタリカ  1.78 -2 中南米 

43位   アルゼンチン  1.79 +17 中南米 

44位   ザンビア  1.79 +4 アフリカ 

45位   ベトナム  1.79 -4 アジア 

46位   リトアニア  1.80 -3 ヨーロッパ 

47位   イギリス  1.80 -3 ヨーロッパ 

48位   ナミビア  1.81 -2 アフリカ 

48位   フランス  1.81 +5 ヨーロッパ 

50位   レソト  1.84 － アフリカ 

51位   キプロス  1.84 -2 ヨーロッパ 

52位   韓国  1.85 -5 アジア 

52位   セルビア  1.85 +10 ヨーロッパ 

54位   インドネシア  1.85 － アジア 

http://ecodb.net/country/HR/
http://ecodb.net/country/ES/
http://ecodb.net/country/TW/
http://ecodb.net/country/UY/
http://ecodb.net/country/CL/
http://ecodb.net/country/EE/
http://ecodb.net/country/BG/
http://ecodb.net/country/MY/
http://ecodb.net/country/IT/
http://ecodb.net/country/RO/
http://ecodb.net/country/BW/
http://ecodb.net/country/KW/
http://ecodb.net/country/LA/
http://ecodb.net/country/LV/
http://ecodb.net/country/AE/
http://ecodb.net/country/MN/
http://ecodb.net/country/CR/
http://ecodb.net/country/AR/
http://ecodb.net/country/ZM/
http://ecodb.net/country/VN/
http://ecodb.net/country/LT/
http://ecodb.net/country/GB/
http://ecodb.net/country/NA/
http://ecodb.net/country/FR/
http://ecodb.net/country/LS/
http://ecodb.net/country/CY/
http://ecodb.net/country/KR/
http://ecodb.net/country/RS/
http://ecodb.net/country/ID/


順位 国名称 単位: 指数 前年比 地域 

55位   モンテネグロ  1.86 +18 ヨーロッパ 

56位   ヨルダン  1.86 -4 中東 

57位   パナマ  1.88 -1 中南米 

58位   ニカラグア  1.88 +8 中南米 

59位   オマーン  1.89 -14 中東 

59位   タンザニア  1.89 -4 アフリカ 

61位   ガーナ  1.90 -3 アフリカ 

61位   ボスニア・ヘルツェゴビナ  1.90 +10 ヨーロッパ 

63位   モロッコ  1.92 -6 アフリカ 

64位   コソボ  1.93 +8 ヨーロッパ 

65位   アルバニア  1.94 +4 ヨーロッパ 

66位   シエラレオネ  1.94 -7 アフリカ 

66位   マダガスカル  1.94 +24 アフリカ 

68位   ガボン  1.95 +8 アフリカ 

69位   東ティモール  1.95 -18 アジア 

70位   ボリビア  1.97 +16 中南米 

71位   モルドバ  1.97 +3 ヨーロッパ 

72位   セネガル  1.97 +13 アフリカ 

73位   パラグアイ  1.98 +11 中南米 

74位   ジブチ  1.98 -11 アフリカ 

75位   キューバ  1.99 -10 中南米 

76位   ネパール  1.99 +6 アジア 

77位   マラウイ  2.00 -3 アフリカ 

78位   ブルキナファソ  2.00 +9 アフリカ 

79位   チュニジア  2.00 -2 アフリカ 

80位   サウジアラビア  2.00 +17 中東 

80位   トーゴ  2.00 -13 アフリカ 

82位   モザンビーク  2.00 -21 アフリカ 

※同位の場合は国名称順 

http://ecodb.net/country/ME/
http://ecodb.net/country/JO/
http://ecodb.net/country/PA/
http://ecodb.net/country/NI/
http://ecodb.net/country/OM/
http://ecodb.net/country/TZ/
http://ecodb.net/country/GH/
http://ecodb.net/country/BA/
http://ecodb.net/country/MA/
http://ecodb.net/country/KO/
http://ecodb.net/country/AL/
http://ecodb.net/country/SL/
http://ecodb.net/country/MG/
http://ecodb.net/country/GA/
http://ecodb.net/country/TL/
http://ecodb.net/country/BO/
http://ecodb.net/country/MD/
http://ecodb.net/country/SN/
http://ecodb.net/country/PY/
http://ecodb.net/country/DJ/
http://ecodb.net/country/CU/
http://ecodb.net/country/NP/
http://ecodb.net/country/MW/
http://ecodb.net/country/BF/
http://ecodb.net/country/TN/
http://ecodb.net/country/SA/
http://ecodb.net/country/TG/
http://ecodb.net/country/MZ/


男女平等度ランキング 
2014年の男女平等度ランキングを掲載しています(対象国: 142ヶ国)。 

社会進出や政治参加などにおける男女間の平等度を表す。 

経済・政治・教育・健康の 4 つの分野において、男女格差をどの程度埋めているかを調査

している。 

 

 

順位 国名称 単位: 指数 前年比 地域 

1位   アイスランド  0.86 － ヨーロッパ 

2位   フィンランド  0.85 － ヨーロッパ 

3位   ノルウェー  0.84 － ヨーロッパ 

4位   スウェーデン  0.82 － ヨーロッパ 

5位   デンマーク  0.80 +3 ヨーロッパ 

6位   ニカラグア  0.79 +4 中南米 

7位   ルワンダ  0.79 n/a アフリカ 

8位   アイルランド  0.79 -2 ヨーロッパ 

9位   フィリピン  0.78 -4 アジア 

10位   ベルギー  0.78 +1 ヨーロッパ 

11位   スイス  0.78 -2 ヨーロッパ 

12位   ドイツ  0.78 +2 ヨーロッパ 

13位   ニュージーランド  0.78 -6 オセアニア 

14位   オランダ  0.77 -1 ヨーロッパ 

15位   ラトビア  0.77 -3 ヨーロッパ 

16位   フランス  0.76 +29 ヨーロッパ 

17位   ブルンジ  0.76 +5 アフリカ 

18位   南アフリカ  0.75 -1 アフリカ 

19位   カナダ  0.75 +1 北米 

20位   アメリカ  0.75 +3 北米 

21位   エクアドル  0.75 +4 中南米 

22位   ブルガリア  0.74 +21 ヨーロッパ 

23位   スロベニア  0.74 +15 ヨーロッパ 

24位   オーストラリア  0.74 － オセアニア 

http://ecodb.net/country/IS/
http://ecodb.net/country/FI/
http://ecodb.net/country/NO/
http://ecodb.net/country/SE/
http://ecodb.net/country/DK/
http://ecodb.net/country/NI/
http://ecodb.net/country/RW/
http://ecodb.net/country/IE/
http://ecodb.net/country/PH/
http://ecodb.net/country/BE/
http://ecodb.net/country/CH/
http://ecodb.net/country/DE/
http://ecodb.net/country/NZ/
http://ecodb.net/country/NL/
http://ecodb.net/country/LV/
http://ecodb.net/country/FR/
http://ecodb.net/country/BI/
http://ecodb.net/country/ZA/
http://ecodb.net/country/CA/
http://ecodb.net/country/US/
http://ecodb.net/country/EC/
http://ecodb.net/country/BG/
http://ecodb.net/country/SI/
http://ecodb.net/country/AU/


順位 国名称 単位: 指数 前年比 地域 

25位   モルドバ  0.74 +27 ヨーロッパ 

26位   イギリス  0.74 -8 ヨーロッパ 

27位   モザンビーク  0.74 -1 アフリカ 

28位   ルクセンブルク  0.73 -7 ヨーロッパ 

29位   スペイン  0.73 +1 ヨーロッパ 

30位   キューバ  0.73 -15 中南米 

31位   アルゼンチン  0.73 +3 中南米 

32位   ベラルーシ  0.73 n/a ヨーロッパ 

33位   バルバドス  0.73 -4 中南米 

34位   マラウイ  0.73 +5 アフリカ 

35位   バハマ  0.73 +5 中南米 

36位   オーストリア  0.73 -17 ヨーロッパ 

37位   ケニア  0.73 +41 アフリカ 

38位   レソト  0.73 -22 アフリカ 

39位   ポルトガル  0.72 +12 ヨーロッパ 

40位   ナミビア  0.72 +4 アフリカ 

41位   マダガスカル  0.72 +15 アフリカ 

42位   モンゴル  0.72 -9 アジア 

43位   カザフスタン  0.72 -11 ヨーロッパ 

44位   リトアニア  0.72 -16 ヨーロッパ 

45位   ペルー  0.72 +35 中南米 

46位   パナマ  0.72 -9 中南米 

47位   タンザニア  0.72 +19 アフリカ 

48位   コスタリカ  0.72 -17 中南米 

49位   トリニダード・トバゴ  0.72 -13 中南米 

50位   カーボヴェルデ  0.71 -9 アフリカ 

51位   ボツワナ  0.71 +34 アフリカ 

52位   ジャマイカ  0.71 -5 中南米 

53位   コロンビア  0.71 -18 中南米 

http://ecodb.net/country/MD/
http://ecodb.net/country/GB/
http://ecodb.net/country/MZ/
http://ecodb.net/country/LU/
http://ecodb.net/country/ES/
http://ecodb.net/country/CU/
http://ecodb.net/country/AR/
http://ecodb.net/country/BY/
http://ecodb.net/country/BB/
http://ecodb.net/country/MW/
http://ecodb.net/country/BS/
http://ecodb.net/country/AT/
http://ecodb.net/country/KE/
http://ecodb.net/country/LS/
http://ecodb.net/country/PT/
http://ecodb.net/country/NA/
http://ecodb.net/country/MG/
http://ecodb.net/country/MN/
http://ecodb.net/country/KZ/
http://ecodb.net/country/LT/
http://ecodb.net/country/PE/
http://ecodb.net/country/PA/
http://ecodb.net/country/TZ/
http://ecodb.net/country/CR/
http://ecodb.net/country/TT/
http://ecodb.net/country/CV/
http://ecodb.net/country/BW/
http://ecodb.net/country/JM/
http://ecodb.net/country/CO/


順位 国名称 単位: 指数 前年比 地域 

54位   セルビア  0.71 -12 ヨーロッパ 

55位   クロアチア  0.71 -6 ヨーロッパ 

56位   ウクライナ  0.71 +8 ヨーロッパ 

57位   ポーランド  0.71 -3 ヨーロッパ 

58位   ボリビア  0.70 -31 中南米 

59位   シンガポール  0.70 -1 アジア 

60位   ラオス  0.70 － アジア 

61位   タイ  0.70 +4 アジア 

62位   エストニア  0.70 -3 ヨーロッパ 

63位   ジンバブエ  0.70 n/a アフリカ 

64位   ガイアナ  0.70 -16 中南米 

65位   イスラエル  0.70 -12 中東 

66位   チリ  0.70 +25 中南米 

67位   キルギス  0.70 -4 ヨーロッパ 

68位   バングラデシュ  0.70 +7 アジア 

69位   イタリア  0.70 +2 ヨーロッパ 

70位   マケドニア  0.69 -13 ヨーロッパ 

71位   ブラジル  0.69 -9 中南米 

72位   ルーマニア  0.69 -2 ヨーロッパ 

73位   ホンジュラス  0.69 +9 中南米 

74位   モンテネグロ  0.69 n/a ヨーロッパ 

75位   ロシア  0.69 -14 ヨーロッパ 

76位   ベトナム  0.69 -3 アジア 

77位   セネガル  0.69 -10 アフリカ 

78位   ドミニカ共和国  0.69 -6 中南米 

79位   スリランカ  0.69 -24 アジア 

80位   メキシコ  0.69 -12 中南米 

81位   パラグアイ  0.69 +8 中南米 

82位   ウルグアイ  0.69 -5 中南米 

http://ecodb.net/country/RS/
http://ecodb.net/country/HR/
http://ecodb.net/country/UA/
http://ecodb.net/country/PL/
http://ecodb.net/country/BO/
http://ecodb.net/country/SG/
http://ecodb.net/country/LA/
http://ecodb.net/country/TH/
http://ecodb.net/country/EE/
http://ecodb.net/country/ZW/
http://ecodb.net/country/GY/
http://ecodb.net/country/IL/
http://ecodb.net/country/CL/
http://ecodb.net/country/KG/
http://ecodb.net/country/BD/
http://ecodb.net/country/IT/
http://ecodb.net/country/MK/
http://ecodb.net/country/BR/
http://ecodb.net/country/RO/
http://ecodb.net/country/HN/
http://ecodb.net/country/ME/
http://ecodb.net/country/RU/
http://ecodb.net/country/VN/
http://ecodb.net/country/SN/
http://ecodb.net/country/DO/
http://ecodb.net/country/LK/
http://ecodb.net/country/MX/
http://ecodb.net/country/PY/
http://ecodb.net/country/UY/


順位 国名称 単位: 指数 前年比 地域 

83位   アルバニア  0.69 +25 ヨーロッパ 

84位   エルサルバドル  0.69 +12 中南米 

85位   グルジア  0.69 +1 ヨーロッパ 

86位   ベネズエラ  0.69 -36 中南米 

87位   中国  0.68 -18 アジア 

88位   ウガンダ  0.68 -42 アフリカ 

89位   グアテマラ  0.68 +25 中南米 

90位   スロバキア  0.68 -16 ヨーロッパ 

91位   ギリシャ  0.68 -10 ヨーロッパ 

92位   スワジランド  0.68 n/a アフリカ 

93位   ハンガリー  0.68 -6 ヨーロッパ 

94位   アゼルバイジャン  0.68 +5 ヨーロッパ 

95位   キプロス  0.67 -16 ヨーロッパ 

96位   チェコ  0.67 -13 ヨーロッパ 

97位   インドネシア  0.67 -2 アジア 

98位   ブルネイ  0.67 -10 アジア 

99位   マルタ  0.67 -15 ヨーロッパ 

100位   ベリーズ  0.67 +7 中南米 

101位   ガーナ  0.67 -25 アフリカ 

102位   タジキスタン  0.67 -12 ヨーロッパ 

103位   アルメニア  0.66 -9 ヨーロッパ 

104位   日本  0.66 +1 アジア 

105位   モルディブ  0.66 -8 アジア 

106位   モーリシャス  0.65 -8 アフリカ 

107位   マレーシア  0.65 -5 アジア 

108位   カンボジア  0.65 -4 アジア 

109位   スリナム  0.65 +1 中南米 

110位   ブルキナファソ  0.65 -7 アフリカ 

111位   リベリア  0.65 n/a アフリカ 

※同位の場合は国名称順 

http://ecodb.net/country/AL/
http://ecodb.net/country/SV/
http://ecodb.net/country/GE/
http://ecodb.net/country/VE/
http://ecodb.net/country/CN/
http://ecodb.net/country/UG/
http://ecodb.net/country/GT/
http://ecodb.net/country/SK/
http://ecodb.net/country/GR/
http://ecodb.net/country/SZ/
http://ecodb.net/country/HU/
http://ecodb.net/country/AZ/
http://ecodb.net/country/CY/
http://ecodb.net/country/CZ/
http://ecodb.net/country/ID/
http://ecodb.net/country/BN/
http://ecodb.net/country/MT/
http://ecodb.net/country/BZ/
http://ecodb.net/country/GH/
http://ecodb.net/country/TJ/
http://ecodb.net/country/AM/
http://ecodb.net/country/JP/
http://ecodb.net/country/MV/
http://ecodb.net/country/MU/
http://ecodb.net/country/MY/
http://ecodb.net/country/KH/
http://ecodb.net/country/SR/
http://ecodb.net/country/BF/
http://ecodb.net/country/LR/

