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1. アフリカ開発銀行ガバナンス評価 2015
コード: アフリカ開発銀行
データ プロバイダー
アフリカ開発銀行 (AFDB) は地域の多国間開発銀行であり、アフリカ大陸の国々の経済発展と社会の発
展の推進に従事します。
AfDB の 2015 ガバナンス格付けは、開発援助の効果的な使用を促進するのにどのように質するかとい
う観点から一国の制度的枠組みの質を評価する「国の政策と制度評価 (CPIA)」の一部です。現在の
CPIA は、調査したすべての地域の加盟国間で最大レベルの統一性と一貫性を達成するために努めてい
ます。また、援助の有効性、調和化、提携に関するパリとローマの宣言を遵守するべく、AfDB はその
CPIA が世界銀行とアジア開発銀行のそれらに則ったものにし、その結果としてシステム間での比較可
能性と相乗効果が増大するように、アンケートとガイドラインを変更しました。
CPIA は、政策分析の膨大な経験を持つカントリーエコノミストのグループによって行われます。これ
らの専門家の知識は、量的・質的な洞察力を提供するローカルコンタクトの知識で補完されます。ピア
ディスカッションも調査結果の質を監視するために使用されます。
汚職に関する質問
専門家が評価するように求められます。
公共部門の透明性、説明責任、腐敗。
「この基準をは、有権者、立法や司法によってエグゼクティブが基金の使用、その行動の結果の説明責
任を負う範囲、また行政内の公務員が資金の使用、行政処分、および得られた結果を説明する必要があ
る範囲を評価します。
それらの説明責任は共に意思決定に於ける透明性、公的な監査機関、関連し時宜にかなった情報、そし
て公的なメディアによる精査、によって強化されます。
高度な説明責任と透明性は腐敗、あるいは個人的な利益のための公職の乱用を思いとどまらせます。
国家と地方の政府は適切に比較検討されるべきです。
三つの側面のそれぞれは別々に格付けされるべきです。
（い）機関を監督する政府の行政部の、また公務員の職務の説明責任
（ろ）市民社会の公務に関する情報へのアクセス、また
（は）狭い既得権益によるステートキャプチャー。
CPIA 評価に関するアンケートにはここでアクセスできます：

https://cpia.afdb.org/documents/public/cpia2015-questionnaire-en.pdf
スコア
格付けのスケールは１（２年あるいはそれ以上の期間非常に弱い）から６（３年あるいはそれ以上の期
間非常に強い）に及び、中間の半分の得点もあり得ます（例えば 3.5）
このスコアは国家の中央政府から地方政府に渡る腐敗の三つの側面の総計です。
対象国の範囲
38 アフリカの国々は含まれています。
国々は、CPIA Manual for Drafters に含まれ毎年アップデートされる基準に関連した格付けの年の間それ
らのパフォーマンスの見地からスコアを得ます。CPIA は、i)カントリーチームによる国々の格付け；ii)
部門のエクスパートによる全ての格付けの批評；そして iii) カントリーチームとレビュアーの間のオー
プンディスカッションでの最終的な格付けの承認；が関わる三段階のプロセスです。
データの有効性
データセットは２００５年以降毎年出版されています。
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２０１５ガバナンス格付けは２０１５年に編纂され、２０１６年３月に出版されました。
データはアフリカ開発銀行の Web ページ上で公的に入手可能です。

https://cpia.afdb.org/?page=data
2 ベルテルスマン財団
コード: BF (SGI)

持続可能なガバナンス指標 2016。

データ プロバイダー
ベルテルスマン財団は、民間財団として 1977 年に設立されました。シンクタンクとして、彼らは改善
された教育、公正かつ効率的な経済システム、予防医療システム、活気ある市民社会、国際理解に向け
て努力します。ベルテルスマン財団は独立しており、無所属です。独自のプロジェクトを設計し、立ち
上げ、遂行します。
持続可能なガバナンス指標 (SGI) は、それぞれの国の必要性、遂行する能力、改革を評価するためにす
べての OECD や EU 加盟国のガバナンスと政策立案を調査します、
指標は国際機関からの定量的データを使用し計算され、その後定評のある国家分析の専門家からの定性
的な評価によって補足されます。
汚職に関する質問
専門家は評価するように求められます。
「どの程度公務員は私的利益のための職務の濫用を防止されていますか？」
この質問は、どのように国家と社会が、公務員の清廉性を保証するメカニズムを適用することによって
公務員と政治家の収賄を防止しているか、に向けられています：国家支出の監査；政党の資金調達の規
制；情報への市民とメディアのアクセス；公務員の説明責任（資産宣言、利益相反の規則、行動規
範）；透明な公共資金調達システム；効果的な腐敗の起訴。
スコアは以下の式から与えられます。

▪

公務員が法的効果あるいは不利な情報公開を恐れることなく不正行為を決心する時に、私的
利益のために職場を利用できる、という１から２の低水準から

▪

「法的、政治的、公的清廉性のメカニズムが効果的に公務員が職権を濫用するのを防ぐ」い
う９から１０の高水準まで。

スコア
スコアは１(最高レベルの腐敗) から１０ (最低レベルの腐敗) のスケールで与えられます。
対象国の範囲
41 のすべての OECD やと EU 加盟国はスコア化されます。
定量的なデータは、公開統計(主に OECD の資料) から SGI のプロジェクト チームによって一元的にコ
ンパイルされます。質的データは、約１００人の定評のある研究者の世界的ネットワークによって捉え
られ調査されます。SGI コードブック、詳細にわたるアンケートは、すべての専門家が質問についての
共通の理解を共有できるようにそれぞれの質問に対して明確な説明を提供します。(http://www.sginetwork.org/docs/2016/basics/SGI2016_Codebook.pdf)。
データの有効性
２００９年に創刊されて以来、今や年次出版物となっています。
持続可能なガバナンス指標 2016 のデータはオンラインで公開されています。 2014 年 11 月から 2015 年
11 月までの 2 年間を評価しています。
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http://www.sginetwork.org/2016/Democracy/Quality_of_Democracy/Rule_of_Law/Corruption_Prev
ention
3. ベルテルスマン財団 トランスフォーメーション指標 2016
コード: BF (TI)
データ プロバイダー
ベルテルスマン財団は、民間財団として 1977 年に設立されました。シンクタンクとして、教育の改
善、公正かつ効率的な経済システム、予防医療システム、活気ある市民社会、より広範な国際理解に向
けて努力します。ベルテルスマン財団は独立しており、無所属です。ベルテルスマン財団は、独自のプ
ロジェクトを設計し、立ち上げ、遂行します。
トランスフォーメーション指標 は改革仲介者の間で良い慣行をやりとりするための枠組みを提供しま
す。この枠組みの中で、BTI は二つのランキング、つまり両方とも１２９の国に関する徹底的な評価に
基づいているステータスの指標とマネージメント指標を出版します。スコアは、１７のクライテリアに
分けられた５２の質問を評価する詳細に渡る国別リポートに基づいています。
評価は、1 カ国につき 2 つの専門家によって提供されます。
国の評価は 2 つのセクションから成っています：一国における（国別リポート）トランスフォーメーシ
ョンの状態とマネージメントのパフォーマンスに関する書面評価とトランスフォーメーションの状態と
マネージメントのパフォーマンス（国別格付け）に関する数値評価です。
スコアは国別の専門家によって作成され、その後別の国別の専門家によって身元を隠して再調査されま
す。これらの専門家によるスコアは格付けにおける地域内のまた複数の地域にまたがった比較可能性を
確保するために、その後地域別のコーディネーターによって検証され議論されます。その他、提供され
たスコアがそれぞれの国の質的記述に確実に一致するように、ベルテルスマン財団はまた余分の検証の
工程を設けています。
汚職に関する質問
専門家は以下を評価するように求められます。
「どの程度職権を乱用する公務員は起訴され、あるいは処罰されるか？」
評価の幅は：

▪

法を破り汚職に関与する公務員が法的効果あるいは不利な情報公開の恐れなしにそうした活
動に従事できる１の低水準から

▪

法を破り汚職に関与する公務員が整備された法律の下で厳格に起訴され常に不利な情報公開
を惹きつける１０の高水準までです。

「どの程度政府は成功裏に腐敗を封じ込めるか？」評価の幅は：

▪
▪

政府が腐敗を封じ込め損ね、適切な高潔性のメカニズムがないという１の低水準から
政府が腐敗を封じ込めることに成功し、全ての高潔性メカニズムが適切で効果的であるとい
う１０の高水準までです。

スコア
スコアは腐敗の最低水準である１０と最高水準である１の１から１０のスケールで割り当てられます。
各国に対するスコアは二つの質問の平均となっています。
BTI の２０１６年のコードブックはここで入手可能です：https://www.btiproject.org/fileadmin/files/BTI/Downloads/Zusaetzliche_Downloads/Codebook_BTI_2016.pdf
対象国の範囲
１２９カ国と地域がスコア化されています。
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国別のスコアは地域内レビューの段階を通過した後、複数の地域にまたがるレビューと格付けの集計を
通過します。
データの有効性
トランスフォーメーション指標は２００３年に最初に出版され、それ以来２年毎に出版されています。
データは２０１６年の２月に出版された BTI の 2016 のリポートから取られており、データはオンライ
ンで公開されています：https://www.btiproject.org/fileadmin/files/BTI/Downloads/Zusaetzliche_Downloads/BTI_2016_Scores.xlsx . ２０１３年の２月
１日から２０１５年の１月３１日までの２年間を評価しています。

4. エコノミスト インテリジェンス ユニット

カントリーリスク評価 2016

コード: EIU
データ プロバイダー
エコノミスト ・ インテリジェンス ・ ユニット (EIU) は、エコノミスト誌のための研究機関として 1946
年に設立されました。それ以来、世界中の政策立案者のためのビジネス インテリジェンスを生産する
グローバル ・ リサーチとアドバイザリー ・ ファームに成長しました。650 のフルタイムの寄稿アナリ
ストが 200 以上の国と地域でそれらの国と地域に関して執筆しています。
カントリー リスク格付けは、世界 140 カ国以上で金融暴露のリスクの詳細かつタイムリーな分析を提
供するように設計されています。
EIU は、国内の専門家のグローバル ネットワークによってサポートされる主としてロンドンを拠点に
(しかしまたニューヨーク、香港、北京、上海をも拠点に)する専門家のチームに依存しています。
各国のアナリストは、最大 2 つまたは 3 つの国と地域をカバーしています。EIU アナリストによって生
産される経済的および政治的なレポートは、出版する前に厳格なレビュー プロセスにさらされます。
汚職に関する質問
具体的な誘導的質問は以下を含みます：

•
•
•
•
•
•
•
•

公的資金割り当ておよび使用を統御する明確な手順と説明責任はありますか？
公的資金は私的または党の政治的目的のため大臣/公務員によって不正流用されていますか？
説明責任を欠いた特別資金はありますか？
一般的な公的資金の乱用はありますか？
直接政府から指名された職業上の市民サービスまたは多数の公務員はいますか？
公的財政のマネージメントを監査する独立した機関はありますか？
大臣/公務員の不正を審理する力を持つ独立した司法組織はありますか？
契約を確保し、恩恵を得るために賄賂を支払う伝統はありますか？

スコア
スコアは、0 (腐敗の発生率が非常に低い) から 4 (腐敗の発生率が非常に高い) までのスケール上の整数
として与えられます。
対象国の範囲
129 の国と地域が 2016 年にスコア化されました。
データの有効性
カントリーリスク評価は、1980 年代初頭から EIU によって生産されています。更新される要約は 毎月
100 カ国に、年４回残りの国々に提供されています。
消費者物価指数は、2016 年 9 月現在公開されているリスク評価データに頼っています。
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データは、EIU カントリーリスク サービスの加入者が利用できます。
http://www.eiu.com

5. フリーダムハウス 発達の過程にある国々 2016 年
コード: FH
データ プロバイダー
1941 年に設立されたフリーダムハウスは世界中の自由の拡大をサポートする独立監視団体です。フリ
ーダムハウスは、民主主義的変化をサポートし、自由を監視し、民主主義と人権を擁護します。
発達の過程にある国々 (NIT) レポートは 中央ヨーロッパおよび新たに独立した国家 (NIS)の中の 29 カ国
と行政区域の 民主化を測定します。レポートは民主主義の進展と後退に焦点を当てます。各レポート
は、次の主題分野に焦点を当てます: 国家の民主的な統治；選挙の過程；市民社会；独立メディア；ロ
地域の民主的なガバナンス。司法のフレームワークと独立性；そして腐敗。
NIT の調査は、自由の家スタッフやコンサルタントによって作成されました。後者は関係当局によって
推奨された地域または国家のスペシャ リストです。広範にわたる出典は、多国間金融機関；非政府の
組織；その他の国際組織；地元の新聞や雑誌；そして選択された政府のデータなどで、リポートを編纂
する際に使用されました。
汚職に関する質問
フリーダムハウスの専門家は以下のような示唆に富む広範な範囲に及ぶ質問を調査するように求められ
ます。

•
•

政府は効果的な腐敗防止の取り組みを実施したか?

•
•
•

財務情報の開示及び利益相反の禁止を求める十分な法律があるか。

•

内部告発者、反腐敗活動家、捜査官、ジャーナリストは、贈収賄と汚職の事例を安心して報告でき
るような法的保護を与えられているか?

政府は過剰な官僚的な規則、登録の要件、および腐敗の機会を増加するその他のコントロールから
自由か？
政府は仕事や契約の広告を出すか?
国家は政府官僚や公務員の汚職を防ぎ、捜査し、起訴するための効果的な立法又は行政のプロセス
ー特に政治反対者に対する先入観から自由なプロセスーを強制するか？

スコア
格付けは 1 (腐敗の最低レベル) から 7 (腐敗の最高レベル) まで実行し、半分及び四分の一の中間ポイン
トのスコア (例えば 3.25) を可能にします。
スコアは表示された質問で言及されたすべての分野の評価を含む腐敗の一般化された複合測定です。
対象国の範囲
29 の国と地域は、2016 年にランク付けされました。
国別スコアは地域レベルで、そしてその後フリーダムハウスの学術諮問委員会によって一元的にレビュ
ーされます。
データの有効性
レポートは、2003 年以来毎年公開されています。
２０１６年発達の過程にある国々データの対象範囲は 2015 年 1 月 1 日 から 12 月 31 日まで。
The 2016 Nations in Transit data coverage is from 1 January through 31 December 2015.
データはオンラインで公開されています。
https://freedomhouse.org/report/nations-transit/nations-transit-2016
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6 グローバル ・ インサイトのカントリー リスク格付け 2015。
コード: GI
データ プロバイダー
1959 年に設立された IHS は、世界 30 カ国以上で以上 5,100 人を雇用するグローバルな情報会社です。
マクロ経済学、カントリー リスクや個々 のセクター分析をカバーする幅広い範囲のオンライン サービ
スを提供しています。
グローバル ・ インサイトのカントリーリスク格付けシステムは１９９９年以来運営されており、２０
０以上の国と地域におけるリスク環境に関する６因子分析を提供します。６因子とは、政治的、経済
的、法的、税務的、業務的、安全保障上のリスクです。CPI で使用される腐敗リスク ・ スコアは、グ
ローバル ・ インサイト・ビジネスコンディションとリスク指標から引き出されます。
評価は、国内のフリーランサー、顧客、その他の連絡先の専門的な見識に頼る１００人以上の社内カン
トリーエクスパートによって行われます。
格付けは、些細な賄賂の支払いから、より高レベルな政治的腐敗までの幅広い範囲の腐敗を評価し、各
国に割り当てられるスコアは各国、各地域における腐敗の質的評価に基づいています。
格付けは、それぞれの国/地域における問題の比較レベルの IHS グローバル ・ インサイトの専門家の認
識を反映してください。評価は破損の広い範囲を評価、高レベル政治腐敗とそれぞれの国に割り当てら
れているスコアにささいな賄賂払ってからそれぞれの国/地域の腐敗の定性的な評価に基づいていま
す。
汚職に関する質問
専門家は以下を評価するように求められます：
個人/企業が賄賂やその他のビジネスを行う上での腐敗した慣行、主要な契約の確保から小さな製品の
輸入・輸出を許可されること、あるいは日常的な書類を取得することまで。これは会社の一つの国の中
で業務を行う能力を脅かすか、あるいは法的あるいは規制的処罰や評判上でのダメージに及びます
スコア
評価は、最低 1.0 (最大の腐敗)から 5.0 (最小の腐敗)までに及び、半ポイントの中間スコア (例えば 3.5)
を可能にします。
対象国の範囲
世界 204 の国と地域をスコア化しています。
国別アナリストによって提供されたスコアはレビューされ、地域と世界の両方のレベルにおいて IHS
グローバル ・ インサイトのリスク専門家によって基準に基づいて評価されます
データの有効性
カントリー リスク評価制度は 1999 年以来利用可能で、継続的に維持されています。
IHS グローバル ・ インサイトの 2016 年度の消費者物価指数のデータは、2015 年以来 IHS グローバ
ル ・ インサイト がトランスペアレンシー ・ インターナショナルへのデータの提供を停止したため
世界銀行世界ガバナンス指標ポータルを通じてアクセスされました。これは以下でアクセスできます:
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#doc-sources
データ
詳細なデータはまた、IHS のカントリーインテリジェンスの顧客に入手可能です。
http://www.ihs.com/products/global-insight/country-analysis/

7. IMD 世界競争力年鑑 2016
コード: IMD
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データ プロバイダー
IMD は、非常に影響力のあるエグゼクティブ教育を通じたグローバル リーダー開発の専門性を備えた
トップランクのビジネススクールです。100%現実世界のエグゼクティブ開発にフォーカスし、グロー
バルな視点を持つスイスの卓越性を提供しており、IMD は柔軟でカスタマイズされた効果的なアプロ
ーチを備えています。
IMD は最初に世界オープンプログラム (フィナンシャル ・ タイムズ 2012-2013) にランクし、米国 (フィ
ナンシャル ・ タイムズ 2008-2013 )以外で最初のエグゼクティブ教育です。
(www.imd.org)
世界競争力年鑑 (WCY) は、国家の競争力を測定し、そうすることによって一国の社会・政治、経済情
勢が企業の競争力にどのように影響するかをランク付けし、検証します。研究では国の競争力の多角的
なイメージを得るために 333 基準を使用します。それは以下のように定義されます：「国家の競争力は
その企業とその人々のためのさらなる繁栄のためのさらなる価値創造を支える環境を創造し維持する一
国の能力を形造る事実と政策経済的知識の分野である。」

https://www.imd.org/wcc/research-methodology/
WCY には主としてハード ディスクのデータだけでなく共に国家の企業社会の断面を反映するシニア ビ
ジネス リーダーの調査が含まれています。IMD は特定の経済内で営業するローカルおよび外国企業に
呼びかけ、ローカルの環境に国際的な視野を付与するために国民と駐在員の両方を調査します。２０１
６年には、5480 人の経営者が回答しました。IMD 世界競争力センターは、データの妥当性と関連性を
確保するために世界中の 54 のパートナー機関とのコラボレーションで取り組みます。

https://www.imd.org/wcc/research-methodology/
汚職に関する質問
調査対象者は以下のように回答しました：
「贈賄と汚職: 存在するのか存在しないのか」
スコア
回答は１から６のスケールで得られ、その後０が把握された中で最高で１０が最低の汚職のレベルであ
る０から１０のスケールに変換されます。
https://www.imd.org/uupload/imd.website/wcc/Survey_Explanation.pdf
対象国の範囲
2016 年には世界 61 の国と地域がスコア化されました。
データの有効性
IMD 世界競争力年鑑は、1989 年以来毎年公開されています。
2016 のデータは 2016 年 5 月に出版されました。
データは、IMD 世界競争力年鑑、パッケージまたはオンライン サービスの顧客に利用可能です。

https://worldcompetitiveness.imd.org/

8. 政治・経済リスク コンサルタント 2016
コード: PERC
データ プロバイダー
政治と経済のリスク コンサルタントまたは PERC は、コンサルティング会社に特化した戦略的なビジ
ネス情報や分析東および東南アジアの国でビジネスを行う企業のため。そのサービスの一環として、
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PERC 生成リスク レポートにアジア諸国の範囲破損、知的財産権とリスク、労働の質と他の全身の強
みと個々 のアジア国/地域.の弱点のような重要な社会政治的な変数に特別な注意を払って
PERC は、問題数の加入者が利用できるである隔週のニュースレターを発行しています。消費者物価の
データは収集してローカルおよび海外駐在ビジネスマンのエグゼクティブの意見調査からのデータを解
釈する破損ニュースレターから集めていた。
すべての応答は向かい合わせのインタビューまたは異なる国家事業室、カンファレンスから得られる特
定の人宛ての電子メールへの応答を収集いずれかされ個人名が一覧表示されます。すべての回答者は、
彼らが現在に居住する国のためにのみのスコアとのコメントを提供しました。回答者それぞれの国のロ
ーカル ビジネスの国、学者の国民は、駐在役員幹部が含まれます。
破損の質問
次の 3 つの質問を求めた。
まず、どのグレードのあなたがいる国の腐敗の問題ですか?第二が破損減少、同じをとどまったか 1 年
前と比較した増加第三に、何の側面またはあなたの国の腐敗の影響として際立っているあなたに特に重
要でありますか?
消費者物価のみ最初の質問: どのグレードの国の腐敗の問題取り組んでいるが使用されました。
スコア
質問への回答が 0 (問題ではない) から 10 (深刻な問題) にスケーリングされました。
国のカバレッジ
15 アジア国/地域に加えて、米国は、2016 年に調査しました。
同じ質問と調査の方法論は、それぞれの調査対象国で採用されました。
データの可用性
調査日は、20 年前に遡るし、は毎年実施します。
CPI 2016 年の使用データは、調査では 2016 年 1 月、2016 年 3 月の間実施し、2016 年 4 月に公開さ
れた集まった。
データはサブスクライバーが使用できます。
http://www.asiarisk.com/
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9. 政治リスク サービス国際カントリー リスク ガイド 2016
コード: PRS
データ プロバイダー
1979 年の創業以来、ニューヨーク、シラキュースの近くをベース政治リスク サービス (PRS) は、一貫
して政治リスク分析に焦点を当てた。
1980 年以来毎月の国際国リスク ガイド (ICRG) は、国際ビジネスにとって重要なの国/地域の政治・経
済・金融のリスクの度合いを生産しています。ICRG は今 140 の国と地域を監視します。ICRG の評価
は、機会と落とし穴、国によってのための早期警報システムの基礎を形作る。
ICRG スタッフは、政治的な情報を収集し、評価の一貫したパターンに基づいてリスク ポイントに変換
します。政治リスク評価および他の政治情報 ICRG リスク評価の基盤を形成します。したがって、ユー
ザー情報と独自の評価またはいくつか他のリスク評価システムに対して評価を評価するためにデータを
チェックすることが可能です。
破損の質問
これは政治のシステム内で破損の評価です。企業が直接会い破損の最も一般的な形式は、特別な支払の
要求の形で金融腐敗と賄賂と接続された輸出入ライセンス、為替管理、税の評価、警察による保護やロ
ーン。測定は過剰なご愛顧、縁故主義、仕事の予約、好意、資金、秘密のパーティ、ビジネスや政治の
怪しい親密な関係の交換の形で実際のまたは潜在的な破損で最も心配しています。
スコア
破損スコア 6 (低リスク) 0 (潜在的なリスクが最も高い) のスケールで与えられています。
国のカバレッジ
ICRG は、毎月 140 ヶ国のための評価を提供します。
国/地域の間、時間をかけて一貫性を保つにポイントは一連のリスク コンポーネントごとに事前設定質
問に基づいて ICRG の編集者によって割り当てられます。
データの可用性
ICRG モデルは 1980 年に作成され、データが月単位で利用可能になった。
消費者物価指数 2016 年データは 2015 年 8 月 8 月の 2016 年までの期間をカバーする四半期評価の集
計です。
データは PRS 国際カントリー リスク ガイドの顧客に利用できます。
www.prsgroup.com
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10.世界銀行国の政策と制度評価 2015
コード: WB
データ プロバイダー
世界銀行は 1944 年に設立された、ワシントンに本社を置く、世界中の 100 以上のオフィスで 10,000
人以上の従業員を持っています。世界銀行は 2 つの開発機関成っている: 復興および開発 (IBRD)、国際
開発協会 (IDA) の国際銀行。IBRD は、IDA は世界の最貧国に焦点を当てて、中間所得層や信用力の貧
しい国の貧困を削減を目指します。
CPIA レート 16 基準 4 つのクラスターにグループ化のセットに対するすべての IDA 適格国: (a) 経済管
理;(b) 構造政策;(c) 社会的包摂と資本のポリシー(d) 公共セクター管理と機関。条件は、それらの要因育
成成長と貧困削減に対する評価プロセスに過度の負担を回避するために重要の捕獲を分散当てていま
す。
評価はスタッフ判断の産物であるし、世界銀行の理事会または彼らを表す政府の見解を必ずしも反映さ
れません。銀行は、スタッフそれぞれの条件の定義、各レーティングのレベルの詳細な説明を提供する
ことによって国のパフォーマンスを評価するのに役立つガイダンスを用意しています。銀行の職員は、
基準は、それぞれの国の実際のパフォーマンスを評価して、評価を割り当てます。格付けは、様々 な
指標、観察、知識を国、銀行や他の場所では、発信元および関連する公開指標に基づいて判断を反映し
ています。
破損の質問
専門家が評価するように求められます。
透明性、説明責任、公共部門の堕落。
「この基準を評価する幹部が責任資金およびそのアクション結果使用の有権者、議会および司法範囲と
範囲内で幹部公務員がリソース、管理上の決定、および得られた結果使用を考慮する必要が。責任の両
方のレベルの意思決定、公共監査機関、適切かつタイムリーな情報とパブリック アクセス ・ メディア
の監視透明性によって拡張されています。説明責任と透明性の高度は、破損、または私的な利益のため
の役所の虐待を落胆させます。国や地方自治体に適切に重み付けする必要があります。
3 つの次元のそれぞれは個別に評価する必要があります。
(a) 監視機関幹部の彼らのパフォーマンスのための公共の従業員の責任
(b) 公共の情報に市民社会へのアクセスそして
狭い既得権益によって (c) 状態がキャプチャしたため."
http://pubdocs.worldbank.org/pubdocs/publicdoc/2015/6/559351435159340828/cpia14-webFAQ14.pdf
スコア
中間スコアの半分ポイント 1 (低レベルの透明度) から 6 (透明性の高レベル) まででき、評価尺度 (例:。
3.5)。スコアは、国/地域と準国家政府機関の間で破損の 3 つの次元の集合体です。
国のカバレッジ
CPIA 2015 年に 76 カ国にとどまった。
評価を準備するプロセス 2 つの段階があります: (a) ベンチマークの段階では、集中的な銀行全体のプ
ロセスの評価は国の小さく、代表的なサンプル(b) の残りの国は、道しるべとして派生ベンチマーク評
価を使用して評価されて、2 番目のフェーズは。プロセスは銀行の運営方針や国サービスの副大統領に
よって管理されます。
データの可用性
最初に現在の形で 2005 年にリリースされた CPIA は、年間運動です。
評価プロセスは通常秋に開始し、次の年の春に締結します。6 月に開示された得点 2016 (2015 CPIA 運
動) カバー 2015 国パフォーマンス。
データはオンラインで公開されています。

http://data.worldbank.org/data-catalog/CPIA
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11.世界経済フォーラム理事の意見調査 (EOS) 2016
コード: WEF
データ プロバイダー
世界経済フォーラムは、ビジネス、政治、学術、その他リーダー形状グローバル、地域社会および企業
の議題の従事することによって世界の状態を改善することを約束独立した国際組織です。1971 年に非
営利財団として設立し、スイス ・ ジュネーブに本社を置く、フォーラムは政治、党派または国益に結
ばれません。
エグゼクティブの意見調査 (EOS) は経営者の世界経済フォーラムの年次調査です。調査は、グローバ
ル競争力指数 (GCI) と他のフォーラムのインデックスに不可欠な新しいデータ ポイントをキャプチャ
する時間の経過とともに進化しています。
フォーラムの国際競争力とネットワークのベンチマークは彼らのそれぞれの国/地域で調査を管理 160
以上のパートナー機関のネットワークと密接にしています。それらは一流の経営者として、国家事業環
境や競争力フォーラムの調査へのコミットメントの理解に到達する彼らの容量のために選択されます。
パートナーの研究機関は、ほとんどの部分については、国立大学、独立した研究機関または企業の尊敬
の経済部門です。EOS 2013 94.7 経営者国/地域ごとの平均値を調査しました。産業、企業規模による
サンプル収集を目指して詳細なガイドラインによると調査します。EOS の管理プロセスは、毎年が見
直され、有名な調査専門家コンサルタント 2008 から 2012 年の外部評価を受けた。 章 1.3 のグローバ
ル競争力レポート 2013 年-2014 年詳細についてを参照してください www.weforum.org/gcr。
破損の質問
回答された質問。
(1-7 のスケールで 1 意味非常に共通および 7 決して)
「あなたの国でどのように一般的なそれは企業が文書化されていない余分な支払いや賄賂を次のように
接続する"。
a) 輸入し、輸出。
b) 公共事業;
c) 年次税の支払い;
d) 授与の公共契約およびライセンス;
e) 有利な司法判断を取得します。
(1-7 のスケールで 1 意味非常に共通および 7 決して)
「あなたの国でどのように一般的なは企業、個人またはグループ破損に起因する公的資金の流用です
か?」

スコア
それぞれの質問は、1-7 の尺度で回答の得点です。
部分の結果を) e) 最初の質問の 1 つのスコアを集計しました。3 つの質問の結果は、国/地域ごとのスコ
アを与えることすべての回答者平均だった。
国のカバレッジ
2016 年には、調査は 135 経済経営幹部の見解を捕獲しました。2015 調査からのデータは、12 カ国の
使用された: コートジボワール、エジプト、ガイアナ、香港、イラン、韓国、ミャンマー、ニカラグ
ア、スロバキア、スワジランド、台湾、ベトナム。
調査サンプリングのガイドラインに従ってそれぞれの国/地域になり、今年の同じ時期に世界中で一貫
した方法で。
データの可用性
世界経済フォーラムは、30 年以上、毎年恒例調査を実施しています。データは、1 月と 2016 年 6 月
の調査で収集されました。グローバル競争力報告書の付録には、いくつかの集計データがあり、マイク
ロ レベルのデータは、世界経済フォーラムによって TI に提供されます。
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http://www.weforum.org/

12. 世界正義プロジェクト律令法インデックス 2016
コード: WJP
データ プロバイダー
世界正義プロジェクト (WJP) は、機会と公平のコミュニティの開発のための法律のルールを事前に独
立した非営利組織働きです。WJP の多国籍、多領域への取り組みは、世界中の法の支配を支援する実
践的なプログラムの開発に専念しています。WJP の仕事は 2 つの相補的な前提に基づいて: 機会および
資本のコミュニティのための基礎であり、多職種連携法の支配を進めるための最も効果的な方法は、法
の支配。
WJP 規則法律のインデックスは、する国/地域は実際に法の支配に従う程度の詳細な包括的な画像を提
供する、世界の正義のプロジェクトによって設計された評価ツールです。インデックスは、詳細な情報
を提供し、様々 な実際には律令国家の遵守を評価するために利害関係者を可能にする法の支配の寸法
に関する元データ国の長所と同様に位置する国と比較して弱点を識別し、時間をかけて変更を追跡しま
す。
インデックスのランキングやスコアは、厳密なデータの収集と集計のプロセスの製品です。データはロ
ーカル専門家に管理一般公開と詳細なアンケートのグローバルな世論調査に由来します。までに、
2,000 以上の専門家と世界中から 66,000 の他の個人は、このプロジェクトに参加しました。
破損の質問
一般的な人口 (53、それぞれ各グループを対象とした 15) から専門家や回答者の 68 の質問の合計の要
請は、政府に役人は私的な利益のため役所を使用範囲に。これらの質問は、さまざまな公衆衛生システ
ム、規制機関、警察、裁判所など政府内のセクターに触れます。個々 の質問、4 つのサブインデック
スに集約されます。





行政府の役人は私用利益のため役所を使用しないでください。
司法機関の政府関係者が私的な利益のため役所を使用しないでください。
警察と軍隊の政府関係者が私的な利益のため役所を使用しないでください。
議会の政府関係者が私的な利益のため役所を使用しないでください。

専門家によって提供されるスコアだけは、CPI 計算のためと考えられました。
スコア
スコアが 0 の低の間連続的な目盛りの 1 の高に与えられます。
国のカバレッジ
113 国 2016 年の法の支配のインデックスでゴールしました。
インデックスは意図的に大幅に異なる社会、文化、経済、政治のシステムと国で適用されるものです。
データの可用性
初版は、方法論と国の範囲で若干のばらつきと 2010 年に出版されました。
このインデックスを計算するためのデータは、月の間 2700 専門家を使用して、さまざまな国で 2016
年 9 月に収集されました。データはオンラインで公開されています。
http://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/
http://worldjusticeproject.org/sites/default/files/media/rolindex2016_methodology.pdf
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腐敗認識指数 2016
13 民主主義の場プロジェクト 2016
コード: VDEM
データ プロバイダー
民主主義 (V Dem) の品種は、概念化し、民主主義を測定する新しいアプローチです。選挙の単純な存
在を超えた支配体制としての民主主義の概念の複雑さを反映している多次元と分解されたデータセット
を提供します。V Dem プロジェクトを区別民主主義の 7 つの高水準の原則: 選挙、自由主義者、参加
型、審議、平等主義、majoritarian と合意の上でこれらの原則を測定するためのデータを収集します。
それはスウェーデンのヨーテボリ大学政治科学部によっては共催世界 50 以上の学者の間でのコラボレ
ーションノートルダム大学のダム、アメリカのケロッグ研究所。4 主任研究者 (Pi)、15 のプロジェクト
マネージャー (Pm) の問題領域、30 以上の地域のマネージャー (RMs)、170 国コーディネーター
(CCs)、リサーチ ・ アシスタント、特別な責任を持つ 2,500 国専門家 (CEs の), V Dem プロジェクト
は、研究に焦点を当てて最大の社会科学データ収集プロジェクトの一つ。
V Dem は以上 1600 万データ ポイントを含むデータベースで史上最大の社会科学データ収集の取り組
みのひとつです。2017 年 4 月まで、データセットは年次更新に従うと 2016 年までの 1900 年から
177 の国をカバーします。
破損の質問
質問: どのように広汎性は、政治腐敗は?
V Dem の腐敗指数の方向性が少ないから実行 (変数とは異なり、他 V Dem より民主的な状況にあまり
民主主義から一般的に実行する) より破損の破損。腐敗指数には、6 種類の破損の両方のさまざまな分
野をカバーして行政、立法、司法の腐敗を区別政治王国のレベルの対策が含まれています。エグゼクテ
ィブのレルム内の措置も汚職の贈賄に係る主と区別横領による破損。最後に、一方で、他の大規模で公
共部門の上層 (定規/キャビネット レベル) 幹部の腐敗の区別します。対策はこうして破損のいくつかの
識別タイプにタップ: '卑劣な' と 'グランド';贈収賄と盗難;両方破損の目的し、法とその影響の実装に影
響を与えます。
集計: インデックス (c) 立法破損インジケーターおよび (d) 司法腐敗のインジケーター (a) 公共部門の破
損 (b) エグゼクティブ破損インデックスの平均を取ることによって到着します。つまり、これらの 4 つ
の別の政府の球は、結果のインデックスで均等に重み付けされます。
スコア
スコアは、0 の場合は 1 の高低間連続的なスケールで与えられています。
国のカバレッジ
76 カ国は来年が大幅に増加する期待される国のカバレッジとインデックスの 2016 年更新でゴールし
ました。
データの可用性
を介してパブリックにアクセスできる VDEM データ: https://www.v-dem.net/en/data/data-version-6-2/
とコードブックはで利用できる: https://www.v-dem.net/en/reference/version-6-ma
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