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UNIDO at glance 組織概要 

• 1966年発足 
• 1985年より国連専門機関として独立 
• 本部：オーストリア・ウィーン 
• 加盟国：168カ国 
• フィールド・ネットワーク 

– 47カ国に地域・国事務所 
– ブリュッセル・ジュネーブ・ニューヨークに連絡事務所 

• 職員数：約650名 
• 運営予算  

– RB 加盟国分担拠出: 約€８６ 百万 (２０１７年度) 
– TC 技術開発任意拠出入金：約$２１８百万 （２０１７年度） 
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UNIDO: どんな活動をする機関なの? 

Agri-business 農工業 

Environment 環境保護 

               Energy エネルギー 

Trade, investment & innovation 
貿易・投資・技術 



UNIDO:日本の貢献度(2017年度例) 
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調達 – 技術協力プロジェクト実施の 
主要エンジン 

TC 技術協力支出 

$206 百万 
（２０１７年度例） 

TC 調達  

$151 百万

73.4% 



RB一般物資調達 &  

TC 技術協力プロジェクト関連調達 

2017 RB  
一般物資調達 

2017 TC  
技術協力調達 



UNIDO TC 調達：国別ランキング 
（２０１７年度例） 

  2017 $151,319,796   
1 China $42,969,288 28.40% 
2 Mexico $11,274,773 7.45% 
3 Austria $8,531,803 5.64% 
4 Netherlands $7,892,347 5.22% 
5 Italy $6,618,237 4.37% 
6 India $4,966,449 3.28% 
7 Spain $3,992,732 2.64% 
8 United States $3,853,042 2.55% 
9 United Kingdom $2,870,503 1.90% 

10 Egypt $2,799,338 1.85% 

16 Japan $2,024,317 1.34% 



何故日本企業からの調達が低調なのか…? 

• UNIDO 日本の業界内での知名度の低さ？ 
• 煩雑な入札手続き？ 
• 僻地・困難地域への物品納入及びサービス提供？ 
• 流通経路の確保困難？ 
• 発注サイズが小さい？利益確保が困難？ 
• 日本製品は高品質・高価格過ぎる？ 
• 言語環境のミスマッチ？ 
• 各種言語でのサービス提供の難しさ？ 
• 技術種類のミスマッチ？  
• ….. 

 



UNIDOにおけるビジネス・チャンス 

• 年間$150百万を越える技術協力関連調達実績 

• 製造業製品を中心とした幅広い機械・機器・道具及
び各種サービスの調達 

• 調達製品の多くが日本企業が強い分野 

• 世界的に活動する日本商社の存在 

• 各種関連市場における日本製品の評判の高さ 

• … 

 
 



Agri-business:農工業開発 

Agro-
industries 

technology 

Rural 
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systems & 
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Agri-business: 調達購入品例 

Paddle Wheel Aerator Belt Press 

Food cutting machine 

Infrared thermometer 

Bamboo punching machine 

Stripping machine 

Mobile hydraulics 

Mobile dryer 

3D printer 



Energy: エネルギー 

 

Energy 
systems & 

infrastructure 

Climate policy & 
partnership 

Climate 
technology & 

innovation 
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Energy: 調達購入品例 

Solar photovoltaic panels 
Micro-hydro water turbine 

Hydro system parts 

Ultrasonic flowmeter 

Digital thermometer 

Infrared thermal 
imaging camera Digital stroboscope 

Photovoltaic equip & test kits 

Flow measure 
& pressure 
acquisition 

system 

Roto-dynamic pump 

Air velocity meter 



Environment: 環境保護 

 

Industrial 
resource 
efficiency 

Montreal 
protocol 

Emerging 
compliance 

regimes 

Stockholm 
convention 
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Environment:調達購入品例 

Portable charging 
stations for HC 

Vacuum gauge 

Electronic 
leak 

detector 

Recovery machine 

Vacuum pump 

Chiller installation 

Pressure regulator 

Brazing kit 

Fuel tank 

Leak 
detector 



Trade, Investment & Innovation:  
貿易・投資・技術 

 

Investment 
Promotion 

Business 
environment, 

cluster & innovation 

Standard & 
trade 

facilitation 



Trade, Investment & Innovation:  
調達購入品例 

Deadweight tester/ 
pressure balance 

Temperature 
humidity chamber 

Computerized 
tensile test machine Water purification 

Plastic waste recycling 

Mixing filling machine 

Analytical 
isocratic 

Medical refrigerator 

Deep freezer 
for cold storage 

evaporator 

isotope 

Centrifuge tube 

Cleaning bath 
for cleaning 

solutions 



サービス調達 
職業訓練・各種ワークショップ・調査・コンサルタント等 



建物設計・建設・修復の調達 



調達の基本原則 

• Best value for money 対価格価値の高さ 

• Fairness, accountability, integrity and transparency 
公平性・責任・透明性等 

• Open and effective competition 開かれた競争入札 

• Best interest of the organization 組織への貢献度 
 

“technically acceptable, least expensive” 
品質基準を満たし、最も価格競争力が高い 
 



入札参加への手引き 

• UNIDO eProcurement portalへの事前登録  
• 入札期間: 通常2～5週間 
• 入札書類の準備・提出は時間の余裕を持って！ 
• システム故障・障害の可能性 も！ 

– 調達ヘルプ・デスク・メール:  procurement@unido.org  

• システムを通じた質問・確認の勧め 
• 使用通貨: 通常はプロジェクト通貨 (主に€ 又は US$) 
• 出荷方法・手続きはINCOTERMS標準 (通常DAP, DDP, 

exWorks等) 
• 入札有効期限: 通常９０日間 
• 免税等: 納入国の税制変更等に注意が必要  
• 支払い: 契約時に交渉・決定 

 

mailto:procurement@unido.org


UNIDO eProcurement portal 登録 
https://procurement.unido.org/ 



UNIDO 入札案件告示 
www.unido.org/unido-procurement 

   www.ungm.org 



入札時の必要書類（例） 

• Instructions to Bidders 入札参加企業への指示書 
• Technical Specifications or Terms of Reference          

調達品目・技術仕様・指示書・サービス内容詳細 
• UNIDO General Terms & Conditions 一般規程・条件 
• Privileges & Immunities Section 各種義務免除等説明書 
• Instructions for the Dispatch of Reports レポート指示書 
• Financial Statement & Certification 財務情報記入書 
• Bank Information Form 銀行口座記入書 
• Model Purchase Order モデル契約書 
• Others その他 



xxxxxxx 

xxxxxxx xxxxxxx 

xxxxx xxxxx 

       Instructions to Bidders 
     入札参加企業への指示書 

入札希望企業に入札関連
情報及び指示・必要項目等
の詳細を記した指示書 



       Technical Specifications or TOR 
   技術仕様・指示書・サービス内容詳細 

xxxxxxx 

調達物品及びサービスに
関する技術仕様・必要項目
やサービス内容、納入時
期、発送方法
(INCOTERMS)及び評価
基準等の詳細 



       Evaluation Criteria 
          入札評価基準 

• 標準技術評価基準（例） Technical evaluation 
– 技術規格標準： All equipment … manufactured according to ISO 

standards for equipment … utilizing food grade stainless steel 316...  
– 添付技術関連書類： Attach supporting technical documentation 

(catalogues, leaflets, manuals, etc.)… 
– 納入スケジュール： Confirm your ability to provide the good in 

according with the time indicated in the bidding documents… 
– 品質保証： Confirm that minimum warranty is 24 months starting 

from the date of final acceptance of goods…   

• 標準入札価格評価基準（例） Commercial evaluation 
– 保険： Confirm that insurance will cover the full price of the goods 

including freight costs plus 10 % and shall be in the currency …  
– 契約条項： Confirm that you agree to the UNIDO Model Contract including 

its General Conditions of Contract … 

但し、具体的な評価
基準は、プロジェクト
に必要な技術標準、
仕様、使用国内基
準、等々により大幅
に異なる  



       General Terms & Conditions 
        Privileges & Immunities 

契約に関わるUNIDO一般
規程・条件等 
免税規程、保障、災害・紛
争時規程、必要免許等 契約履行時の義務免

除、免税等に関する規
定 



       Instructions for dispatch of reports 
       Financial statement  

契約履行時に必要な
レポート義務説明及
び提出指示書 
（必要時のみ） 

入札企業の財務情報記
入書 
入札価格評価の際に必
要 



      Bank info form 銀行口座 
       Model purchase order モデル契約書 

入札企業の
銀行口座記
入及び署名 

契約書類の 
サンプル 



• 製造業・工業における技術協力・開発は、UNIDOと
多くの日本企業の共通の得意分野！ 
 

• UNIDOの技術協力活動に必要な機械・機器・道具

及び各種サービスは、日本の製造業が生産・提供
するそれらとマッチすることが多い！ 
 

• それ故、UNIDOは、日本の企業、特に製造業に多
くのビジネスチャンスをもたらす可能性が高い！ 



 
 
 

LET’S DO IT. 
WWW.UNIDO.ORG 
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