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「海外オープン i エリア」ご利用にあたって 

 

① 海外オープン i エリアのご利用につきまして、海外オープン i エリアを利用した情報提供者と携

帯電話をご利用のお客様（以下ユーザ）との間で問題、トラブル等が生じたとしてもドコモは一

切関知いたしません。 

② 海外オープン i エリアは、電波のやりとりをする滞在国の基地局情報を利用しています。その

ため、同一の場所で利用されたとしても、電波の状態等により異なる基地局が選択された場

合には、異なる情報が表示されることがあります。また、ユーザがご利用になる場所等によっ

ては(国境付近や船舶などを経由する場合等)、滞在国・地域以外の国・地域の情報が表示さ

れる場合があります。 

③ 海外オープン i エリアで定義されているサービス提供可能な国・地域（「付録 エリアコードテー

ブル」参照）については変更となることがあります。海外オープン i エリアを利用した情報提供

者とユーザとの間で問題、トラブル等が生じたとしてもドコモは一切関知いたしません。 

④ 海外オープン i エリアで提供される位置情報については、最寄りの基地局情報を元に算出し

ておりますので、お客様の所在地を保証するものではありません。 

⑤ 海外オープン i エリアを利用して情報を提供する場合、サイト上に必ず「海外オープン i エリア」

を利用している旨を表記して下さい。 

⑥ 同じく海外オープン i エリアを利用して情報を提供する場合、サイト上に必ず「情報提供者名、

連絡先」を明記して下さい。（下記画面参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本書では以下の用語を使用します。 

ｉモードサーバ ・・・・携帯電話からのアクセスをインターネットへ中継するためのサーバ 

コンテンツサーバ ・・・インターネット上にある情報提供者のコンテンツを格納している WEB サーバ 

 

 

 

 

海外オープン i エリア

を利用している旨を

明記して下さい。 

情報提供元、連絡先

についても明記して

下さい。 
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1. はじめに 

本説明書では、海外ローミング対応 FOMA 方式 i モード（以下 FOMAi モード）使って、海外通信事

業者の基地局をベースとした位置情報を取得する機能「海外オープン i エリア」についてご説明い

たします。本機能を利用することにより、お客様の同意のもと、お客様の国・地域情報、および周

辺情報を検索するサービスを構築することが可能となります。 

 

2. 概要 

 

2.1 海外オープンｉエリアとは 

海外オープンｉエリアとは、ｉモードコンテンツ上の A タグまたは FORM タグに、ドコモが指定するパ

ラメータを記述することで、以下に示す位置情報をコンテンツサーバ側に通知するものであり、コ

ンテンツサーバ側では通知された位置情報に関連した情報提供（例えば地図など）が可能となり

ます。また、位置情報については携帯電話が通信を行っている基地局を元に算出するため、電波

環境によっては最寄りの基地局を利用するとは限らないため、取得されたエリアコード、緯度経度

等の位置情報は、実際の所在地とは異なることがありますので、お客様にご案内頂く等の対策を

とり、十分に注意してご利用ください。 

 

方式 位置情報 

FOMAi モード 

パラメータの設定により 2 パターンよりご利用い

ただけます。 

エリアコード（※1） 

または、 

エリアコード（※1）＋ 緯度経度（※2） 

 

※ 1 海外オープンｉエリアでは、i モードが利用可能なローミングサービス提供国にエリアコードと

呼ぶ 5 桁の数字コードを設定しています。エリアコードの詳細に関しては、「4.2 エリアコード

情報」をご参照ください。 

※ 2 緯度経度による位置情報を利用できる国（事業者）は以下のとおりです。 

 韓国（KT 社） 

 フランス（BYTEL 社） 

 

2.2 提供エリア 

FOMAi モードが利用可能な国･地域であれば本サービスをご利用頂けます。 

詳細は、本書巻末の付録、及び弊社ホームページ「海外でつかう（国際ローミングサービス：

WORLD WING）」（http://www.nttdocomo.co.jp/service/world/roaming/index.html）等をご参照下

さい。 
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2.3 料金 

① ユーザ側 

海外オープンｉエリア機能を利用しても機能使用における特別な料金は掛かりません。 

詳細は弊社ホームページ「WORLD WING のご利用料金」をご参照ください。 

http://www.nttdocomo.co.jp/service/world/roaming/charge/world_wing/web.html 

※海外でのパケット通信は日本と料金体系が異なります。 

② 情報提供者側 

サイトで海外オープンｉエリアに対応する場合、ドコモに対して特別な契約、料金 

は掛かりません。 

 

2.4 対応端末 

ｉモード機能を搭載し WORLD WING に対応した FOMA 方式携帯電話でご利用が可能です。 

但し、ｉモードサービス及び WORLD WING をご契約されていることが前提となります。また、事前に

海外利用設定にて i モード利用設定を「利用する」に変更しておく必要があります（初期設定は「利

用しない」）。 
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3. 海外オープンｉエリア仕様 

海外オープンｉエリア対応サイトを作成するためには、ｉモードサーバの CGI を呼び出す必要があり

ます。本章では、CGI の呼び出し方とコンテンツサーバへのアクセス方法を説明します。 

 

3.1 画面遷移とアクセスフロー 

 

 

       画面①                  画面②                 画面③ 

   位置情報検索画面         位置情報送信確認画面     位置情報検索結果画面  

                 （※緯度経度情報取得可能時のみ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上図は「韓国 食べ歩きガイド」という架空のサイトで海外オープンｉエリアを利用した画面遷移例で

す。以降、各画面を基に詳細仕様について説明します。 

 

 

海外オープン i エ

リアを利用してい

る 旨 を 明 記 し て

下さい。 

情報提供元、連絡先につい

ても明記して下さい。 

ok
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･基地局情報をもとに測位した緯度経度情報を利用する場合（POST 方式によるレスポンス返却） 

※2009 年 3 月現在 韓国内のみ 

 

              ユーザ携帯電話             ｉモード       コンテンツ 

                  サーバ         サーバ 

 

位置情報等検索画面表示 

（画面①） 

 

 

 

 

 

メニュー「現在地の近く 

の店を探す」を選択 

 

位置情報送信確認画面表示 

（画面②） 

 

 

 

 

 

 

OK（承諾）ボタン選択 

 

位置情報検索結果画面表示 

（画面③） 

 

 

 

 

 

 

        携帯電話からコンテンツサーバヘのアクセス 

  コンテンツサーバからの返信画面を受信 

位置情報等送信確

認画面（画面②）で

ユーザが承諾すれ

ば、コンテンツサー

バに対しエリアコー

ド及び緯度経度情報

を送信します。 

位置情報検索画面（

画面①）より i モード

サーバの CGIを呼び

出すと、ｉモードサー

バは位置情報送信

確認画面（画面②）

を返します。 

コンテンツサーバは

、エリアコード及び緯

度経度情報をもとに

そのエリアに該当す

る情報を位置情報

検索結果画面（画面

③）として返します。 

レスポンス返却は POST 形式です 
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・エリアコードのみ利用できる場合（GET 方式によるレスポンス返却） 

              ユーザ携帯電話             ｉモード       コンテンツ 

                  サーバ         サーバ 

 

位置情報検索画面表示 

（画面①） 

 

 

 

 

 

 

メニュー「現在地の近く 

の店を探す」を選択 

 

 

位置情報検索結果画面表示 

（画面③） 

 

 

 

 

 

 

        

 

携帯電話からコンテンツサーバヘのアクセス 

  コンテンツサーバからの返信画面を受信 

コンテンツサーバは

、エリアコードをもと

にその国・地域に該

当する情報を位置

情報検索結果画面（

画面③）として返しま

す。 

位置情報検索画面（画

面①）よりiモードサーバ

の CGI を呼び出すと、ｉ

モードサーバはエリアコ

ードのみをコンテンツサ

ーバに送信します。    

❢緯度、経度情報が取得されない場合、画

面②は表示されない。また、コンテンツサー

バにはエリアコードのみ送信される。 

レスポンス返却は GET 形式です 
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3.2 各画面の詳細仕様 

画面①で記述する記述方法と、画面②からコンテンツサーバへのアクセスの詳細な説明を行いま

す。 

 

3.2.1 位置情報検索画面（画面①） 

コンテンツサーバで海外オープンｉエリア機能を使用する際の記述を示します。 

 

(1) <A（アンカー）タグでアクセスする場合の HTML 記述> 

 

 

 

「海外オープンｉエリア機能を使用するための URL」 

 

 

 

 

   ※ URL 中には、改行、スペースは入れないで下さい。 

 

 

(2) <FORM タグでアクセスする場合の HTML 記述> 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ method は get または post のどちらかを選択します。 

FORM タグの場合 URL エンコードは不要です。 

 

 

 

http://w1m.docomo.ne.jp/cp/giarea?nl=コンテンツサーバへの遷移先 URL（画面③）

&arg1=aaa%3d123&arg2=bbb%3dxyz 

<A href=“海外オープンｉエリア機能を使用するための URL”>   ・・・    </A> 

<FORM method=“post” action=“http://w1m.docomo.ne.jp/cp/giarea”> 

<INPUT type=“hidden” name=“nl” value=“コンテンツサーバへの遷移先 URL”> 

<INPUT type=“hidden” name=“arg1” value=“aaa=123”> 

<INPUT type=“hidden” name=“arg2” value=“bbb=xyz”> 

<INPUT type=“submit” name=“ok” value=“ok”> 

</FORM> 
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<パラメータ説明> 

  HTML 記述で使用するパラメータの説明を行います。 

   

 パラメータ 内 容 

1 URL “http://w1m.docomo.ne.jp/cp/giarea?” （固定） 

※インターネットからはアクセスできません。 

2 nl(ｴﾇ･ｴﾙ) 

 

・コンテンツサーバへの遷移先 URL（画面③）を記述する。 

この URL にはパラメータは付けないで下さい。 

・コンテンツサーバへ引き渡したいデータのある場合は arg1,arg2 

を使用します。 

・URL の先頭には必ず“http://”の文字列が必要です。 

（“https://”も使用可能） 

・URL は最大 256 バイト(“http://”も含む)までです。 

3 arg1 

 
4 

 

arg2 

・コンテンツサーバへの遷移先 URL に引数を渡したい時に使用 

します（省略可能）。 

・コンテンツサーバに送りたい任意のパラメータと引数を指定 

可能です。 

・記述できる引数の上限バイト数はそれぞれ 128 バイト（URL エンコードした

状態）です。 

 

例 aaa=123 を位置情報と共にコンテンツサーバへ送信 

したい場合 

   arg1=“aaa%3d123”（A タグの場合） 

   arg1=“aaa=123”（FORM タグの場合） 

 

注 A タグの場合“aaa=123”の“=”部分は URL エンコードに 

従い%3d に置き換えます。 

 

【注意】 

・A タグでパラメータ(項目 2,3,4)に日本語（漢字、半角カナ等）を使用する場合は、必ず URL

エンコードをしてください。またパラメータにスペースは使用しないで下さい。 

・A タグ、FORM（GET）の場合は、指定可能な URL とパラメータの合計を 512 バイト 

以内にして下さい（URL エンコード後）。この場合、nl パラメータの URL 長も含まれ 

ます。 

・各パラメータ名は小文字で指定して下さい。 

・URL エンコードについては、インターネット関連の書籍等でご確認下さい。

 

 

 

 

 

 



NTT DOCOMO Confidential 

海外オープン i エリア説明書 

 

 9

3.2.2 位置情報送信確認画面（画面②) 

3.2.1 で与えられた情報を基に、i モードサーバ CGI が携帯電話に確認画面（例.画面②）を返信し

ます。ユーザが、位置情報送信確認画面で OK（承諾）ボタンを押すとコンテンツサーバに緯度経

度が送信されます。アクセスの際には以下のパラメータが送信されます。 

 

＜コンテンツサーバへ送信されるパラメータ＞ 

    

   エリアコード及び緯度経度情報がある場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【注意事項】 

エリアコードのみ取得できた場合には、画面②は表示されずリダイレクトでコンテンツサーバへ遷

移しますが、その際レスポンス返却は GET 形式で処理される（受け渡される）ので、ご注意願いま

す。従って、位置情報に即したコンテンツの出し分けが可能である IP 様の場合、エリアコードのみ

取得できた場合（GET 方式）も想定したサイトの開発をご考慮ください。 

<FORM method=“post” action=“ コンテンツサーバへの遷移先 URL（画面③）”> 

<INPUT type=“hidden” name=“GAREA” value=“******”> 

<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="LAT" VALUE="±dd.mm.ss.sss"> 

<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="LON" VALUE="±ddd.mm.ss.sss"> 

<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="GEO" VALUE="wgs84"> 

<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="X-ACC" VALUE="1[or 2 or 3]"> 

<INPUT type=“hidden” name=“aaa” value=“123”> 

<INPUT type=“hidden” name=“bbb” value=“xyz”> 

<INPUT type=“submit” name=“ACTN” value=“OK”> 

</FORM> 
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【注意】 

・実際のアクセス時には、ユーザエージェント等付随する情報も利用可能です。 

・コンテンツサーバへのアクセスの際、UTN 機能（※）は利用できません。 

 利用したい場合は、前後の画面で取得してください。 

  ※UTN 機能 

  ｉモード対応 HTML3.0 以降で携帯電話の個体識別情報を取得する機能です。 

  詳細は、弊社ホームページ「作ろうｉモードコンテンツ」をご覧下さい。 

 パラメータ 内 容 

① method POST（固定）です。 

② action 
コンテンツサーバへの遷移先 URL（画面③） 

（3.2.1 NL 項目）です。 

③ ACTN OK（承諾）ボタンのパラメータ名です。 

④ GAREA アクセス元の滞在国のエリアコード（5 桁）です。 

⑤ LAT 

フォーマットは、dms(±dd.mm.ss.sss) 

北緯を+、南緯を-として指定されます。 

60 進法で、度をdd、分をmm、秒をss として表記し、小数点以下は

10 進法で三桁表記とする。度分秒の各パラメータは「.」で区切り、

全ての記述は１バイト文字（半角文字）で記述されます。 

[例]lat=+35.00.35.600 

⑥ LON 

フォーマットは、dms(±ddd.mm.ss.sss) 

東経を+、西経を-として指定されます。 

180 進法で度をddd、60 進法で分をmm、秒をss として表記し、小

数点以下は10 進法で三桁表記とする。度分秒の各パラメータは「.」

で区切り、全ての記述は１バイト文字（半角文字）で記述されます。 

[例]lon=+135.41.35.600 

⑦ GEO 測位結果の測地基準系(世界測地系)を任意の文字列で表記する。

全ての記述は１バイト文字（半角文字）で記述されます。 

[世界測地系］geo=wgs84※機種により「wgs84」は「WGS84」になるこ

ともあります。 

⑧ X-ACC 測位結果の誤差範囲を測位レベルのパラメータとして表記します。

なお、全ての記述は１バイト文字（半角文字）で記述されます。 

誤差範囲と測位レベルは以下のように対応します。 

誤差範囲 測位レベル 

水平誤差＜50m 3 

50ｍ≦水平誤差＜300m 2 

300ｍ≦水平誤差 1 

[例]x-acc=1 

⑨ aaa 画面①で指定した arg1 パラメータの右辺のパラメータ名 

(aaa)、引数(123)が引き継がれます。 

arg1 が無指定だった場合は、INPUT 行ごと省略します。 

⑩ bbb 画面①で指定した arg2 パラメータの右辺のパラメータ名 

(bbb)、引数(xyz)が引き継がれます。 

arg2 が無指定だった場合は、INPUT 行ごと省略します。 
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3.3 アクセス例 

画面①のメニュー名「現在地の近くの店を探す」が海外オープンｉエリア対応メニューとします。URL

を” http://△△△.co.jp/abc.pl”に、”USR=TARO”という引数をエリアコードと共に送信し、「位置

情報検索結果画面」（画面③）を受信するという一例です。   

 

(1) 「現在地の近くの店を探す」選択  

画面例の場合、メニュー部分の記載は次のように記述します。 

 

 

 

 

※A タグの代わりに FORM タグでも記述可能です。 

 

(2) 位置情報送信確認画面（画面②）表示 

 緯度経度情報が取得できた場合、ｉモードサーバより画面②を受信しま

す。 

ユーザに、コンテンツサーバへ緯度経度情報を送信して良いかを確認

します。 

 OK（承諾）ボタンを押せばコンテンツサーバへ緯度経度情報を送信しま

す。 

 

(3) 承諾（OK ボタン） 

ユーザはこの画面を確認し、コンテンツサーバに対して緯度経度情報を送信することに同意す

れば、OK（承諾）ボタンを押します。 

コンテンツサーバには次の内容で携帯電話からアクセスされます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コンテンツサーバへアクセスするソースイメージ(韓国:45000 の場合) 

<A HREF=“http://w1m.docomo.ne.jp/cp/giarea? nl=http://△△△

.co.jp/abc.pl&arg1=USR%3DTARO”>現在地の近くの店を探す</A> 

<FORM method=“post” action=“ コンテンツサーバへの遷移先 URL（画面③）”> 

<INPUT type=“hidden” name=“GAREA” value=“45000” >※ 

<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="LAT" VALUE="+35.05.00.000"> 

<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="LON" VALUE="+129.02.00.000"> 

<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="GEO" VALUE="wgs84"> 

<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="X-ACC" VALUE="1[or 2 or 3]"> 

<INPUT type=“hidden” name=“USR” value=“TARO” > 

<INPUT type=“submit” name=“ACTN” value=“OK”> 

</FORM> 
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(4) 位置情報検索結果画面（画面③）表示 

garea パラメータで取得したエリアコード、あるいは(3)においてアクセス時に取得した緯度経度

情報と USR パラメータを参照して該当するデータを絞り込むことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

このように海外オープンｉエリア対応とは、コンテンツサーバでエリアコード及び緯度経度情報が付

加された URL に対応した画面（位置情報検索結果画面）を返す仕組みということです。 
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3.4 エラーメッセージ 

海外オープンｉエリアに関するエラーメッセージとしては、次のものがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<エラー詳細> 

エラーメッセージ 意 味 

Code:236 

パラメータ不正のため接続できませんでした。 

HTML のパラメータ誤りがある場合に表示

されます。 

コンテンツサーバ側 HTML の記述を、確認

して下さい。 

Code:607 

国内からはご利用になれません。 

国内から、海外オープン i エリアを利用した

場合に表示されます。 

   

※ その他コンテンツサーバの状況によって「FileNotFound」等が表示される場合があります。 

 

正常正常

・緯度経度情報が

取得でた場合 

エラー 



NTT DOCOMO Confidential 

海外オープン i エリア説明書 

 

 14

4. 位置情報データの利用 

本章では位置情報の内容と利用方法について説明します。 

 

4.1 緯度経度情報 

本資料で取り扱う緯度経度情報は、世界測地系の緯度経度情報を度分秒表記、ミリ秒（1/1000

秒）で表記しています。 

使用されている緯度経度情報と比較する場合、単位、測地形のずれに注意して下さい。 

 

度分秒表記からミリ秒表記には次のように換算します。 

 

ｘ度ｙ分ｚ秒 －＞ （ｘ * 3600 + ｙ * 60 + ｚ） * 1000  （単位：ミリ秒） 

 

          秒換算 

 

 

4.2 エリアコード情報 

海外オープンｉエリアでは、世界の国・地域をエリアコードで識別します。エリアコードは、MCC と呼

ばれる国際規格の 3 桁の数字に下 2 桁を”00”で表現した 5 桁の数字コードで表現されます。定義

内容の一覧は巻末の付録等を参照して下さい。 

この情報により海外オープンｉエリアでのエリアコードとエリア名称を確認できます。 

なお、エリアコードは国・地域名称と１対１になっていますが、複数の国・地域で同一のエリアコー

ドを使用する場合や、複数のエリアコードを使用する国・地域もあります。 

 

①通常の例 

「韓国」のエリアコード 45000 

②複数の国・地域で同一のエリアコードを使用する例 

「フランス/モナコ」  20800 

「イタリア/バチカン/サンマリノ」 22200 

③複数のエリアコードを使用する国・地域の例 

「リヒテンシュタイン」 23200、27000 

「デンマーク」  23800、24000 
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5. テスト方法 

3 章において、ユーザの通信基地局情報を基に i モードサーバから位置情報が送出されることに

ついて説明しましたが、海外での利用が対象ということもあり、実際のテストで現地に行くことが困

難な場合が想定されます。この対処方法として、3.1 情報情報送信確認画面（画面②）を情報提供

者側で擬似的に作成頂くことでコンテンツのテストが可能です。 

なおエリアコードのみ取得可能な場合には、実運用では画面②は経由しませんが、この場合にも

仮想で用意すれば試験が可能です。 

静的もしくは動的なテスト用 HTML 画面例を以下に示します。 

 

・エリアコード「45400 香港」の例（エリアコードのみ取得可能） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・エリアコード「45000 韓国」の例（エリアコード及び緯度経度情報が取得可能） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

必要な国・地域分の HTML 画面を作成すれば全てのコンテンツでテストが可能です。 

 

<FORM method=“post” action=“ コンテンツサーバへの遷移先 URL（画面③）”> 

<INPUT type=“hidden” name=“GAREA” value=“45400”> 

<INPUT type=“hidden” name=“aaa” value=“123”> 

<INPUT type=“hidden” name=“bbb” value=“xyz”> 

<INPUT type=“submit” name=“ACTN” value=“OK”> 

</FORM> 

<FORM method=“post” action=“ コンテンツサーバへの遷移先 URL（画面③）”> 

<INPUT type=“hidden” name=“GAREA” value=“45000”> 

<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="LAT" VALUE="+036.50.00.000"> 

<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="LON" VALUE="+127.50.00.00"> 

<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="GEO" VALUE="wgs84"> 

<INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="X-ACC" VALUE="1[or 2 or 3]"> 

<INPUT type=“hidden” name=“aaa” value=“123”> 

<INPUT type=“hidden” name=“bbb” value=“xyz”> 

<INPUT type=“submit” name=“ACTN” value=“OK”> 

</FORM> 
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付録 エリアコードテーブル 

 

  地域 国名 エリアコード

1 北米 アメリカ 31000 

2 北米 カナダ 30200 

3 アジア 韓国 45000 

4 アジア 台湾 46600 

5 アジア 中国 46000 

6 アジア 香港 45400 

7 アジア インド 40400 

8 アジア インド 40500 

9 アジア インドネシア 51000 

10 アジア カンボジア 45600 

11 アジア シンガポール 52500 

12 アジア スリランカ 41300 

13 アジア タイ 52000 

14 アジア パキスタン 41000 

15 アジア バングラデシュ 47000 

16 アジア フィリピン 51500 

17 アジア ブータン 40200 

18 アジア ブルネイ 52800 

19 アジア ベトナム 45200 

20 アジア マカオ 45500 

21 アジア マレーシア 50200 

22 アジア モルディブ 47200 

23 アジア モンゴル 42800 

24 アジア ラオス 45700 

25 アジア ネパール 42900 

26 オセアニア オーストラリア 50500 

27 オセアニア トンガ 53900 

28 オセアニア ニュージーランド 53000 

29 オセアニア バヌアツ 54100 

30 オセアニア パプアニューギニア 53700 

31 オセアニア フィジー 54200 

32 オセアニア 仏領ポリネシア 54700 

33 オセアニア ニューカレドニア 54600 

34 ヨーロッパ アイスランド 27400 

35 ヨーロッパ アイルランド 27200 

36 ヨーロッパ アゼルバイジャン 40000 

37 ヨーロッパ アルバニア 27600 

38 ヨーロッパ アルメニア 28300 

39 ヨーロッパ アンドラ 21300 

40 ヨーロッパ イギリス/ジャージー/マン島 23400 
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41 ヨーロッパ イタリア/バチカン/サンマリノ 22200 

42 ヨーロッパ ウクライナ 25500 

43 ヨーロッパ ウズベキスタン 43400 

44 ヨーロッパ エストニア 24800 

45 ヨーロッパ オーストリア/リヒテンシュタイン 23200 

46 ヨーロッパ オランダ 20400 

47 ヨーロッパ カザフスタン 40100 

48 ヨーロッパ キプロス 28000 

49 ヨーロッパ ギリシャ 20200 

50 ヨーロッパ グルジア 28200 

51 ヨーロッパ クロアチア 21900 

52 ヨーロッパ ジブラルタル 26600 

53 ヨーロッパ スイス 22800 

54 ヨーロッパ スウェーデン/デンマーク 24000 

55 ヨーロッパ スペイン/カナリア諸島 21400 

56 ヨーロッパ スロバキア 23100 

57 ヨーロッパ セルビア/モンテネグロ 22000 

58 ヨーロッパ タジキスタン 43600 

59 ヨーロッパ チェコ 23000 

60 ヨーロッパ デンマーク 23800 

61 ヨーロッパ ドイツ 26200 

62 ヨーロッパ トルコ/キプロス 28600 

63 ヨーロッパ ノルウェー 24200 

64 ヨーロッパ ハンガリー 21600 

65 ヨーロッパ フィンランド 24400 

66 ヨーロッパ フェロー諸島 28800 

67 ヨーロッパ フランス/モナコ 20800 

68 ヨーロッパ ブルガリア 28400 

69 ヨーロッパ ベラルーシ 25700 

70 ヨーロッパ ベルギー 20600 

71 ヨーロッパ ポーランド 26000 

72 ヨーロッパ ボスニア・ヘルツェコビナ 21800 

73 ヨーロッパ ポルトガル/アゾレス諸島/マディラ諸島 26800 

74 ヨーロッパ マルタ 27800 

75 ヨーロッパ モルドバ 25900 

76 ヨーロッパ モンテネグロ 29700 

77 ヨーロッパ ラトビア 24700 

78 ヨーロッパ リトアニア 24600 

79 ヨーロッパ リヒテンシュタイン 29500 

80 ヨーロッパ ルーマニア/モルドバ 22600 

81 ヨーロッパ ルクセンブルグ/リヒテンシュタイン 27000 

82 ヨーロッパ ロシア 25000 

83 ヨーロッパ グリーンランド 29000 

84 ヨーロッパ サンマリノ 29200 
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85 ヨーロッパ スロべニア 29300 

86 ヨーロッパ マケドニア 29400 

87 ヨーロッパ アンティグア 34400 

88 中南米 アルゼンチン 72200 

89 中南米 中南米諸国 33800 

90 中南米 中南米諸国 34200 

91 中南米 ウルグアイ 74800 

92 中南米 英領バージン諸島 34800 

93 中南米 エクアドル 74000 

94 中南米 エルサルバドル 70600 

95 中南米 オランダ領アンティル 36200 

96 中南米 ガイアナ 73800 

97 中南米 キューバ 36800 

98 中南米 グアテマラ 70400 

99 中南米 仏領インド諸島/マルティニク 34000 

100 中南米 コロンビア 73200 

101 中南米 チリ 73000 

102 中南米 ドミニカ国(ドミニカ連邦) 37000 

103 中南米 トリニダード・トバゴ 37400 

104 中南米 ニカラグア 71000 

105 中南米 パナマ 71400 

106 中南米 バハマ 36400 

107 中南米 バミューダ諸島 35000 

108 中南米 パラグアイ 74400 

109 中南米 ブラジル 72400 

110 中南米 ベネズエラ 73400 

111 中南米 ペルー 71600 

112 中南米 ボリビア 73600 

113 中南米 メキシコ 33400 

114 中南米 ケイマン諸島 34600 

115 中南米 グレナダ 35200 

116 中南米 モンセラット 35400 

117 中南米 セントクリストファー・ネイビス 35600 

118 中南米 セントルシア 35800 

119 中南米 セントビンセント・グレナディーン諸島 36000 

120 中南米 アンギラ 36500 

121 中南米 ドミニカ国 36600 

122 中南米 タークス諸島 37600 

123 中南米 ホンジュラス 70800 

124 中南米 コスタリカ 71200 

125 中東 アフガニスタン 41200 

126 中東 アラブ首長国連邦 42400 

127 中東 イエメン 42100 

128 中東 イスラエル 42500 
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129 中東 イラク 41800 

130 中東 オマーン 42200 

131 中東 カタール 42700 

132 中東 クウェート 41900 

133 中東 サウジアラビア 42000 

134 中東 バーレーン 42600 

135 中東 ヨルダン 41600 

136 中東 レバノン 41500 

137 アフリカ アルジェリア 60300 

138 アフリカ ウガンダ 64100 

139 アフリカ エジプト 60200 

140 アフリカ ガボン 62800 

141 アフリカ カメルーン 62400 

142 アフリカ ケニア 63900 

143 アフリカ コンゴ共和国 62900 

144 アフリカ コンゴ民主共和国 63000 

145 アフリカ ザンビア 64500 

146 アフリカ セネガル 60800 

147 アフリカ タンザニア 64000 

148 アフリカ チャド 62200 

149 アフリカ チュニジア 60500 

150 アフリカ ナミビア 64900 

151 アフリカ ナイジェリア 62100 

152 アフリカ マダガスカル 64600 

153 アフリカ 南アフリカ 65500 

154 アフリカ モーリシャス 61700 

155 アフリカ モザンビーク 64300 

156 アフリカ モロッコ 60400 

157 アフリカ レユニオン 64700 

158 アフリカ マリ 61000 

159 アフリカ コートジボワール 61200 

160 アフリカ ブルキナファソ 61300 

161 アフリカ ニジェール 61400 

162 アフリカ トーゴ 61500 

163 アフリカ ベナン 61600 

164 アフリカ シエラレオネ 61900 

165 アフリカ ガーナ 62000 

166 アフリカ カーボヴェルデ 62500 

167 アフリカ ジンバブエ 64800 

168 アフリカ マラウイ 65000 

169 アフリカ レソト 65100 

170 アフリカ スワジランド 65300 

 


