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１.世界銀行の概要



世界銀行グループとは？

189カ国加盟、アメリカのワシントンに本部

世界各地127カ所に事務所

約16000人のスタッフ、出身国は177カ国





世界銀行グループ

IBRD
国際復興開発銀行

IDA
国際開発協会

MIGA
多数国間
投資保証機関

制度、法制、および

規制の改革推進

一人当たりのGNIが

$1,185より低い

加盟国

金利免除融資

技術協力

政策助言

民間企業による新興

国向け投融資を通じ

た開発インパクトの

達成

加盟国へのクロスボー
ダー投融資を行う
民間企業

政治リスクの保証

信用補完

1945年設立
中低所得国に
貸出、保証

1960年設立
最貧国に融資、
贈与、保証

IFC

国際金融公社

民間企業による新興

国向け投融資を通じ

た開発インパクトの

達成

加盟国の民間企業

株式投資
長期融資
助言サービス

1956年設立
民間セクターへ投融資

1988年設立
民間投資への
リスク保証

目的

顧客

商品
サービス

制度、法制、および

規制の改革推進

一人当たりのGNIが

$1,185 から$7,065の

加盟国

融資
技術協力
政策助言

共通のミッション：“貧困撲滅と繁栄の共有の促進”
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投資紛争解決国際センター（ICSID） 1966年設立 国際投資紛争の調停と仲裁を行う場を提供



世界銀行グループ

国際復興開発銀行
（IBRD）

国際開発協会
（IDA）

国際金融公社
（IFC）

多数国間投資保証機関
（MIGA）

「世界銀行」と呼ぶ

途上国の政府 途上国で展開する企業

助
言
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投資プロジェクト融資

• 世界銀行の資金は投資プロジェクト融資（IPF） を通じて受入国に
提供される。その形態としてはIBRD貸付、IDA融資、グラント、保証
がある。

• 商業貸付とは異なり、世界銀行のIPFは、借入者に必要な資金を
供給するだけではなく、持続的かつグローバルな知識移転及び技
術協力の手段にもなる。

• 例えば、プロジェクト準備の構想段階での分析・設計業務に対す
る包括的支援、実施中の技術支援や専門的意見（プロジェクト管
理、信託やセーフガードの活動などの領域を含む）、プロジェクト全
体を通じた制度構築などがある。
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世銀プロジェクト調達とは？

• 毎年US$15-24 billionの調達案件132か国から発注

• コンサルティング・サービス：技術設計・技術監督、徴税に関する
助言、研究開発

• インフラ：鉄道、発電所、浄水場

• 大規模設備：発電機、風力タービン、大型ポンプ設備、鉄道車両

• ハイテク情報技術：コンピュータ、携帯電話ネットワーク

• 非コンサルティング・サービス；航空測量、地図作成、現地調査

• 非常用供給品：緊急時の医療用品、避難所、食糧
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(US$ mil.)



Prior Reviewed Contracts By Category
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Period: FY2001 - FY2020 Period: FY2020 - FY2021
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中国とインドー高額受注の理由
Prior Review Contract

• 世銀融資が歴史的に高額

• Prior Reviewは高額または高リスク調達

• 国際調達は全てPrior Review

• 国内調達でもPrior Review Contractはある。

• 国内調達ー外国企業参入可能だがNational 
Language使用可能。参入障壁高い。
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Lending by Country (US$ mil.)
FY2000-FY2022
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Lending Amounts by FY
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China - Period: FY2013 - FY2022 India- Period: FY2013 - FY2022
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China Plastic Waste Reduction Project Ningbo sub-project のProcurement Plan （P１７４２６７）



New! IPF SOLAR PROCUREMENT
Bidder Declaration： Forced Labor

Effective date：January １, 2022

SCOPE
• ボロワーは Solar Panels/componentsを含む調達書類に Bidder Declaration：

Forced Labor を入れなければならない。

• International and National Competitive Procurementも対象

Prior Review
• このBidder Declarationを含む調達は全て Bank Prior review

Qualification requirement
• Require the Bidder, JV member, subcontractor, supplier,  Manufacturers

• To declare suspended or terminated, and/or other contractual remedies 
applied calling of performance security by an employer, for reasons of bleach 
of forced labor obligation in the past five years.

(参照）

https://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/procurement-projects-programs
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その他Qualification 強化策

• Strengthening Prevention of Gender-Based 
Violence (GBV): Contractor Accountability 
and Disqualification

• Beneficiary Ownership

– Increased demand for transparency in IPF 
procurement

– not anti-corruption
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FY 21日本企業の契約実績
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FY 20日本企業の契約実績
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世銀グループのTotal Financingは近年増大しているので下記の
Climate Financingを３５％まで増大するのは大きなインパクト
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2. 世界銀行融資プロジェクトの仕組み



World Bank activityJoint activity Borrower activity

Country Partnership
Framework

Project Identification

Project Preparation

Project Appraisal

Loan NegotiationsLoan Approval & Signing

Project  Supervision

Implementation

Evaluation

世銀プロジェクトはボロワーが準備、実施
民間によるプロファイは不要
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調達プロセスとビジネス機会
Stage 1- Identification
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• 借入国政府と世銀がプロジェクトの発掘。
• プロジェクト情報（PID）世銀サイトで公開。
• PID：プロジェクト実施機関、TTLが記載される。

注：プロジェクト・パイプライン段階に従事するコンサルタン
トは、利益相反のおそれがあるため、同一プロジェクトの実
施段階で借入者との契約から除外されることがある。ただ
し、そうした利益相反が世界銀行が納得する形で解消され
る場合はこの限りではない。



調達プロセスとビジネス機会
Stage 2- Preparation

• 借入者が準備段階の作業の責任を負う。

• 準備段階では通常、フィージビリティ・スタディ
や環境アセスメントも実施される。

• 準備段階では、借入者は、コンサルタントを
雇って業務の一部を遂行させることがある。

• 市場分析と調達戦略（PPSD）の策定も、この
段階で開始されるのが一般的である。
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調達プロセスとビジネス機会
Stage 3- Appraisal

• 世界銀行がプロジェクトの技術面、制度面、
経済面、財務面）からの包括的レビュー実施。

• プロジェクト実施のための調達アプローチの
詳細がPADに含まれるので、この段階で民間
との対話が行われる可能性がある。

• この段階で、世界銀行による融資が承認され
る前に調達を開始する借入者もいる。これは
「事前調達」と呼ばれ、その機会はUNDBウェ
ブサイトにて公開される。
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調達プロセスとビジネス機会
Stage 4- Negotiation & Bank Approval

• 世界銀行と借入者がIPFについて交渉を行う。そ
の合意は、貸出、融資の文書に記録される。

• 世界銀行はプロジェクト審査の一部としてPPSD

及び調達計画を精査する。融資交渉の完了ま
でに調達計画に合意する。

• 交渉が完了すると、プロジェクトは、理事会で承
認の可否を検討する。承認されると、貸出、融
資、またはグラントの契約が締結される。
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調達プロセスとビジネス機会
Stage 5- Implementation

• 世界銀行による承認を受け、貸出、融資、が有効と
なったことが宣言される。

• 「プロジェクト調達」を借入者が主導する。調達計画
が世界銀行ウェブサイトに公表される。一般調達通
知書もUNDB及び世界銀行ウェブサイトにて公表。

• 借入者に対して具体的なプロジェクトに対する関心
を表明する良い時期である 。どういった調達機会が

あるのか、それらが公表されるのはいつ頃になりそ
うか、入札またはプロポーザルの提出時期やその
方法に関する情報を求めてもかまわない。
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Bank Role and responsibility
Task Leaders

• プロジェクト調達関係のリスク評価、適切な調達アレンジ
の提案、リスク軽減策実施の監視。

• 開発プロジェクト調達戦略（PPSD） 及び調達計画の策定に
おける借入者支援。

• 調達許可を必要とする借入者の決定に対する世界銀行の
「異議なし」の交付。

• 調達関係の異議の検討
• 実地調査の実施など、契約管理の監視
• 契約紛争の監視

• 当該プロジェクトに関係するあらゆる調達問題についての
申立制度の維持

• ハンズオン型の拡大実施支援の提供
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Bank Role and responsibility
Global Practice Specialist/Country Officer

• グローバル・プラクティス・スペシャリストは、教育、
運輸、水、都市開発といった分野の専門家であり、
世界銀行の融資を受けたプロジェクトに関してTLに
技術協力を行う。

• カントリー・オフィサー（国別局長と国別マネー
ジャー）は、借入者との連絡に加え、特定の国にお
ける世界銀行の貸出ポートフォリオを戦略的に監視
する責任を負う。CPFはカントリー・オフィサーが策

定する。大半のカントリー・オフィサーは担当する国
に駐在している。
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Bank Role and responsibility
Procurement Specialist

• プロジェクト調達実施と借入者キャパシティ・ビ
ルディングの職務は、公正成長・金融・制度総局
を通じて提供される。

• 調達スペシャリストは、タスクチームの一翼を担
い、世界銀行の融資を受けたプロジェクトにおけ
る調達で借入者を支援する。

• プロジェクト調達に加え、調達改革、教育プログ

ラム、その他の開発プログラムの推進を通じて
借入者の調達能力構築などを担当する。
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３.世銀調達：ビジネス機会の情報入手方法



ビジネス機会の絞り込み

どの国、どのセクターで

事業展開に最も関心があるかを明確化

↓

世界銀行ウェブサイトで

国、セクター、プロジェクトの情報を入手

↓

適切なコンタクトを特定

１）借入国の政府・実施機関の担当者との接触

２）世界銀行の各国事務所との接触
43



押さえるべき３種類の基本情報 → 世銀サイト上で入手可

44

① 3－6年間の
国別支援戦略

Country Partnership 
Framework (CPF)

Country Partnership 
Strategy (CPS)

Country Assistance 
Strategy (CAS)

② プロジェクト
発掘段階

Project Information 
Document/Integrated 
Safeguards Data Sheet 

(PID/ISDS) 

③ プロジェクト
審査段階

Project Appraisal Document 
(PAD)
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トップページ
WHAT WE DO

↓
Projects を
クリック

国、セクターなどで
キーワード検索

調達情報に絞った
検索も可能
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DOCUMENTS

プロジェクトの発掘
段階、審査段階の
文書などを掲載

PROCUREMENT

このプロジェクトの調
達情報の一覧

STATUS
1) Active（実施中）
2) Pipeline（準備中）
3) Closed （終了）

TEAM LEADER 
＝タスクチームリーダー
＝プロジェクトの担当者

PROJECT ID

このプロジェクトの
「背番号」
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Project Procurement Pipeline
Monthly Operational Summary (MOS)

http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/monthly-
operational-summary

The Monthly Operational Summary (MOS) reports on the status of projects while they are in the 
World Bank's lending pipeline. Projects appear in the MOS from the point they are identified up to 
the signing of the loan or credit agreement. After loans or credits are signed, entries for projects are 
dropped from the MOS.

http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/monthly-operational-summary
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Monthly Operational Summary（MOS）

関心のある地域のMOSレポートに目を通し、どのビジネス機会を追求す

るかを決める。この段階で借入者及び世界銀行現地事務所と連絡を取っ
て今後のプロジェクトに関する詳細情報を請求することができる。

月間業務概要書（MOS）MOSの対象となるのは、プロジェクトが発掘され
た時点から貸出または融資 の契約締結までである。貸出または融資 が締結
されると、そのプロジェクトはMOSから外される。

http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/monthly-operational-summary


世銀に関する情報をアラートで受信する
https://alerts.worldbank.org
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ここから
ログイン

• 新規ユーザー登録が必要
• 国、セクターなど関心事項をキーワード設定
• メールでアラートを受信
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後継アプリへの移行準備中
しばらくお待ちください
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http://pubdocs.worldbank.org/en/433521492462144143/Procurement-App-
Guidance.pdf



UNDB Website

• 国際競争調達の機会はすべて、国連開発ビジネス
（UNDB）のウェブサイトにて公開される。同ウェブサ

イトから、世界銀行の融資によるプロジェクトでの契
約に関する入札または関心表明が可能である。

• プロジェクトの調達公示はFinancesアプリ上の当該

プロジェクトからも、プロジェクト調達アプリからも表
示されている。
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https://www.devbusiness.com/
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II 内部調達
世界銀行グループ（WBG）が業務に必要な機材、工事、また
はサービスの購入。 コンサル調達はー＞eConsultanｔ2
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4.世銀新調達フレームワークのポイント



Initiating 
Discussion Paper 

2012

Check that the 
Bank’s approach is 

modern, meets 
new needs & future 

proof

Global consultations 
(round 1)

Proposed New 
Framework 2013

What we heard in 
consultations

Board debate & 
direction given

Developing the 
New Framework 

2014

Proposals to resolve 
complex issues

Global consultations 
(Round 2)

Finalizing the New 
Framework 2015

Finalized Policy and 
approaches to 
complex issues



CORE PROCUREMENT PRINCIPLES 
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a) Value for Money 

The principle of value for money means the effective, efficient, and 

economic use of resources, which requires the evaluation of relevant costs 

and benefits, along with an assessment of risks, and non-price attributes 

and/or life cycle costs, as appropriate. Price alone may not necessarily 

represent value for money. 

b) Economy 

c) Integrity 

d) Fit-for-Purpose 

e) Efficiency 
f)  Transparency 
g)  Fairness 



Before 2016/6/30                                       After 2016/7/01



第１章 はじめに

1.1 IPFプロジェクトの調達においては、持続可能な開発の
推進に当たり、借入者が、Value for Money (VfM)を公正な形で
確保できるようでなければならない。

Procurement Guidance: Value for Money

http://pubdocs.worldbank.org/en/274711479159288956/Guidance-on-VfM-FINAL.pdf

VfMとは資源の効果的、効率的、経済的な利用を意味し、そのためには、関
連する費用と便益の評価に加え、リスク評価、価格以外の属性やライフサイ
クルコストの評価も適宜に行わなければならない。価格だけでは必ずしも
VfMを表すことはできない。
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第2章 一般的考慮
2.1 Legal Agreementは、借入者と世界銀行との法的関係を
規定する。 借入者と契約者間の権利及び義務は、当該の
入札依頼書／プロポーザル提出依頼書によって定められる。
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第3章 ガバナンス

役割と責任

3.2 借入者は、世界銀行の資金による調達活動を、本調達規則に従っ
て遂行する責任を負う。

事前レビューと事後レビュー

3.5 世界銀行は、高額または高リスク（またはその両方）の調達活動の
場合、事前レビューを実施し、調達がLegal Agreementの条件に従って遂行
されているかどうかを判定する。

3.6 世界銀行は、借入者の実施した調達活動についての事後レビュー
も実施し、調達活動がLegal Agreementの条件を満たしているかどうかを判
定する。
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利益相反
機材、工事、及び非コンサルティング・サービス

3.15 以下のいずれかに該当する企業は、調達プロセスにおいて
利益相反が存在するとみなされる。

a. プロジェクト準備または実施のためのコンサルティング・サービ
スに従事し、かつ、そのコンサルティング・サービスの結果とし
て発生した、または直接関係する調達に従事する場合。

なお、この規定は、1）直接的または間接的に当該企業を支配する
関連会社、2）当該企業により支配される関連会社、3）当該企業と
共通の支配下にある関連会社にも適用される。

ただし、この規定は、ターンキー契約またはデザイン・ビルド契約
の下で当該契約企業の義務を共同履行する構成企業には適用さ
れない。
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コンサルティング・サービス

3.16 世界銀行は、コンサルタントに以下を義務づけている。
a.偏見のない専門的助言を客観的立場に立って与える。
b. 常に借入者の利益を最優先させる。
c. 助言を提供するに当たって、他の委託業務や自社の利害への抵触
を避ける。

不公正な競争上の優位性
3.18 、、、コンサルタントやその子会社が、かつてかかる業務に関連し

たコンサルティング・サービスを提供したからと言って、優位に立つこと
は認められない。そのため、借入者はショートリストに残ったすべてのコ
ンサルタントに対し、プロポーザル提出依頼と同時に、競争上優位とな
るすべての情報を開示するものとする。
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http://pubdocs.worldbank.org/en/240891579889685786/Pr
ocurement-Guidance-Conflict-of-Interest.pdf

http://pubdocs.worldbank.org/en/240891579889685786/Procurement-Guidance-Conflict-of-Interest.pdf


5.プロジェクトとコントラクトの探し方 演習
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左のFILTERでVietnamやSectorをクリックする

Vietnam のWWTP プロジェクトの探し方
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Projectの全体を知るにはPADを調べる
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PADのTechnicalやProcurementを調べる。



Quality Infrastructure Project

Design-Build-Operate (DBO)とは

• a single organization responsible for the design, build and operation of the
works

• Cost efficiencies are gained because the contract is awarded on the basis of
the lowest combined capital and operating costs.

• The DBO model will usually ensure improved works performance relative
to public operation.

• The DBO can also provide for skills transfer to the Employer’s staff if this
is specified in the contract, through training and even on the job training of
Employer staff in the latter years of the operation period can be included.

コスト効率、LCC（質高）運転管理ー＞技術移転可能
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DBOの応札準備としてGuidance Noteを
SPD と共に研究すると良い



Quality Infrastructure Project
Price alone may not necessarily represent value for money

世銀の調達書類-> RFP (Request for Proposal)
https://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-
framework#SPD

• Goods Request for Proposals - (2 envelope process) June 2021

• Information Systems  Request for Proposals June 2021 -

• Design and Build Request for Proposal (Single &Two Stage)

• Engineering Procurement and Construction/Turnkey
Request for Proposal (Single & Two Stage)

• Design, Build and Operation for Water and Wastewater Treatment Plants
Guidance Note for SPD for Water and Wastewater Treatment Plants

Request for Proposal (Single & Two Stage)

• Plant  Request for Proposals (Single& Two stage)
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https://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework#SPD
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/881896c75a2faf57bd9996f8add18345-0290032021/original/SPD-Request-for-Proposals-GOODS-Two-Envelope-June-2021.docx
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/57aa611e02785711b1bf424add034b2b-0290032021/original/SPD-RequestforProposals-INFORMATION-SYSTEMS-June-2021.docx
https://pubdocs.worldbank.org/en/635061568045837563/Guidance-Note-water-and-wastewatertreatment.docx


WWTP Contractの探し方
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View Dataをクリックする
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Filterをクリックして設定条件を選ぶ



WWTP Large Contract FY2000-FY2022
Contract DescriptionにWastewater Treatmentと入れる



#endpoverty
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