世界銀行の調達方式
公共工事の調達 においては、長年 にわたって世界

クル コス トや単純 にイ
面格換算できない要素等 を評価

各 国にお いて価格競争が主流で したが、1990年 代

して、支払額 に対 して価値 を最大化するよう受注者

以降、多 くの国において価格だけでなく品質 を重視

を選 定 しよ う とす る もの で す。従 来、 コ ンサ ル

すべ きとの考 えにより技術競争が導入 されるように

ティング業務の受注者選定 の際 にのみ用 い られてい

な りま した。世界最大の国際開発金融機関である世

た質 (Qtlallty)を 評価 しようとい う考 えが、建設

銀 において も、2016年 か ら調達方式が大 き く変わ

工事等 にも適用される ことにな りま した。また、調

りま した。世銀の調達方式 は世界標準 に近 いもので、

達の対象物 によって調達方法を変えるべ きという考

わが国の調達方式 に取 り入れるべ き点 も多 く見 られ

えのもと、
工事、
物品、
非 ヨンサルティング業務、コン

ることか ら、その概要 を以下 に紹介 します。

サルティング業務等 について計25の 文書が2016年

世銀 は世界銀行

(H′

ond Bank)の 略称 であ り、

各 国政府や機 関 に融 資などを行 っています。 1945
年 に設立 された国際復果 開発銀行

(IBRD)を 指 し

ていま したが、1960年 に国際開発協会

3び

(IDA)が

7月 1日 から運用 されるようにな りま した。
Value for Moneァ は、価格要素 だけでな く必要
に応 じて非価格要素 も取 り入れようとい うものであ
り、最低価格 落札者 (lowest evaluated comph

設立されてからはあわせて世銀 と呼んで います。世

ant bid)で はな く、最大イ
面値落札者 (best value

銀 は、 1960年 代 に整備 した調達の枠組み を長 らく

bid)を 選定 しようとす るものです。手順 としては、

適用 してきま したが、2012年 に総裁が交代 して以来、

まず、① メンテナンスや運転の コス トが初期投資に

調達制度 を大幅に見直 して半世紀 お りの大改革 とし

比べ て相当程度 と見込 まれる場合 にライフサイクル

て新 たな調達制度の運用 を2016年 7月 か ら開始 し

コス トを算定 して割 引現在価値 (nct present val―

ま した。

ue)を 評価 します。

世銀 においては、導入以来原則 としてきた価格競

さ らにValue for Moneァ を達成す るため に、②

争方式 についてさまざまな弊害 が指摘 されるように

価格評価 で きない要素 につ いて もHT価 点 (Rtted

なり、2012年 か ら調達制度の見直 し作業を始めまし

Score)と して判断基準 に織 り込みます。具体的 には、

た。改革 の最大 のポイン トは、Value for Moneyの

請負者の過去の実績や技術力、技術提案書 に記載 さ

概念 を導入 したことです。 この概念 は、ライフサイ

れた実施手順
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技術者 主要器呉 現場 の体制

安全性

品質保証等、そ して要件 を満 たす履行能力

などを技術点 として点数化 します。
最終評価の点数 は、上記の①の考え方 に基づいて
求め られるコス トを評価 したもの と、上記②の非価
格要素 を点数化 した技術点をそれぞれ重みづ け して
加 算 した もの にな ります。技術 点 の重 みづ け iま
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30%以 下を原則 としますが、特にValue fOr Money
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を達成するために必要 な場合は50%を 上限 とします。
わが国において広 く用 いられるようになった総合
評価落札方式 との違 いがわかるように数式で説明 し
ます。世銀では、次の総合評価値Bが 最大 となる者
が落札者 に選定 されます。

B==♀

(Qtlatけ based Selection)を 適用することと し

ています。
このように世銀では価格 の要素 と技術点を足 し算
する加算方式 を用 いますが、わが国で工事 に用 いる

生
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総合評価落札方式 は除算方式、つ まり技術 の評価点
を価格点で割 ります。加算方式 に1ヒ ベ て技術競争が

式中のCは 入札者 の評価入札額です。評価入札額

働 きにくい仕組みです。さらにわが国の方式では入

というのは入札価格そのものでな く、予め定めた基

札価格がゼ ロ円に近づ くほど際限な く高評価 となる

準に基づいて国内調達優通措置、支払 いスケジュー

計算 にな りますが、世銀では履行可能な最低の評価

ル調整、一括購入割引等の種 々の調整 を行 った結果

入札額 を満点 とします。

の金額です。 ここで ライフサイクルコス トを加 味す

わが国のコンサルタン ト業務 に用 いる総合評価落

る場合 はその割引現在価 値 を算定 して加 えます。

札方式では、世銀 と同 じく加算方式 を用 います。 し

Cbwは 、履行可 能な入札者の うちの最低の評価入札

か し、世銀 と異 な り価格評価 はゼ ロ円入札で満点 と

額 です。Tは 非価格要素である技術点です。Th

な り、予定価格 と同額の場合 に 0点 とな ります。世

ghは 、

履行可能な入札者 の うちの最大の技術点です。X、

銀では予定価格の概念がないので価格評価が 0点 に

1‑Xは それぞれ価格要素、技術点 に対する重みづ

なることはあ りません。わが国では価格 nT価 の重み

けです。

づ けを小 さくして も価格評価が効 いて しまうことに

この方式は、世銀の コンサル タン ト選定プロセス
に用 いるQCBS(Qualitv勧 ■
d Cost bascd Selec

なるのです。
わが国 において もValue for MOneァ を達成 す る

nOn)に 近 い方式です。 コンサルティング業務で も

ために、世銀などの例 を参考に して総合評価落札方

同様の加算 を行いますが、技術点の重みづ けは工事

式等め見直 しを進める必要があると考えます。世界

等 に比べ て大 きく設定 されます。標準的又 は定型 的

標準に近い調達方式 とする ことが、わが国建設産業

業務 の場合 に50〜 60%、 やや複雑 な業務 の場合 に

が国内での経験 を海外で生かす ことに繋が り、ひい

70〜 80%で す。さ らに高度 な業務 に対 しては90%

ては建設産業の国際競争力強化 に資すると考 えます。

とするか、技術評価 のみで受注者 を選定す るQBS
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