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国連ビジネス・セミナーの開催について 

国連による物品やサービスの購入に際してのビジネス・チャンスを掴みませんか？ 

平 成 ２９年 ４月 

外 務 省 

＜ポイント＞ 

●国連は，世界各国の企業から製品やサービスを購入し，途上国への支援等を行っています。 

●日本企業にも参入のチャンスは開かれており，国連側も日本企業に関心を有していますが，

日本企業の参入実績は０．８％にとどまっています。 

●国連事務局を含む１１の国際機関の調達担当者が訪日し，２０１７年６月２２日（木）及び６月２

３日（金）に東京（三田）でセミナーを開催します。国連の調達制度についてのセミナー（日本語

で聴講可能）に加え，国際機関との個別の相談セッションを設けています（参加費用無料）。 

●国連でのビジネス参入には企業登録が必要となります。こうした国連の調達制度について国

連の調達部門のトップの説明を聞き，また，個別に国際機関の担当者と直接コンタクトすること

ができる貴重な機会となっています。 

 

１ 背景 

（１） 国連を始めとする国際機関は，途上国への支援等，活動を行うに際し，物品・サービスを各国

企業から購入（調達）しています。 

（２） 国連システムの調達対象分野は輸送サービス（航空機，船舶），自動車，簡易住居，食料，燃

料，医療関連製品，医薬品，発電機購入，ＩＴ等，多岐にわたっています。 

（３） 日本企業にも参入のチャンスは開かれており，国連側も日本企業に関心を有しています。 

（４） 日本は，国連における世界第２位の財政貢献国となっています（日本の分担率は 9.68％）。し

かしながら，調達における日本企業の参入は限定的で，国連システムの調達総額約１兆９９４

億円のうち，わずか 0.８%に相当する約 159 億円の受注にとどまっています（2015 年）。 

（５） 日本企業の参入機会を設けるべく，外務省は国連調達本部の参加を得て，２０１５年２月，２０

１６年４月に国連ビジネス・セミナーを開催するなどの取組を行ってきています。昨年は，国連

事務局を含む１０の国際機関が参加し，１０５団体１７５名の企業関係者の方々に参加頂きま

した。 

※日本企業の参入例（Annual Statistical Report on United Nations Procurement） 

（https://www.unops.org/SiteCollectionDocuments/ASR/ASR_2015_Full.pdf）より。） 

201５年の日本企業の参入実績は，物品が約 120.7 百万ドル（133 億円），サービスが約 20 百万ドル（22 億円）

となっています。物品の内訳は，車両（78%），発電機（11.5％），衣料・バッグ・個人用品（3.4％），食料・飲料

（1.8%），医薬品・避妊具（1.8%），その他（3.4％）となっています。サービスの内訳は，編集・デザイン(28.7%)，輸

送・倉庫（28.5%），経営管理（13.6%），治安維持・セキュリティ（5.1％），医療サービス（4.2％），その他（19.9％）と

なっています。2015 年には，日産自動車，トヨタ自動車，ジェー・ガーバー商会（車両），日本ビーシージー製造

（医療品），日本郵船，日本通運（運輸），ＩＣＳコンベンションデザイン，（管理，事務），コンベンションリンケージ

（編集，デザイン），日本原燃株式会社（建設），AAIC（コンサルティング），ファーストリテイリング（衣料），Tokyo 

MoU Secretariat（教育，研修）早稲田大学（人道支援，農村開発）などが参加しています。 
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２ 今回のセミナーの概要 

今回のセミナーにおいては，国連調達本部（国連事務局の調達業務を担当）及び国連フィール

ド支援局（国連平和維持活動等の後方支援を担当）を含む，昨年よりも多い１１の国際機関から，

各機関における調達ニーズ等に関するプレゼンテーション及び国際機関関係者との個別相談セッ

ションを設けています。 

（１）日時・場所  ２０１７年６月２２日（木）及び６月２３日（金） 

三田共用会議所（http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/event/uni/mita.html） 

 

（２）参加国際機関：国連調達部（UN/PD），国連フィールド支援局（ＵＮ/DFS），国連プロジェクト・

サービス機関（UNOPS），国際工業開発機関（ＵＮＩＤＯ），国際農業開発基金（ＩＦＡＤ），国際移住

機関（IOM），グローバルファンド（ＧＦ），GAVI アライアンス(GAVI)，国連世界食糧計画（WFP），国

連難民高等弁務官事務所（UNHCR），赤十字国際委員会（ICRC），国際赤十字・赤新月社連盟

(IFRC) 

  

（３）開催協力   国連広報センター（UNIC） 

 

（４）対象  国際機関業務の受注に関心のある日本企業関係者 

 

（５）参加費用  無料 

 

（６）プログラム 

第一部：国際機関関係者によるプレゼンテーション（場所：三田共用会議所講堂） 

（第一部については同時通訳を予定しています） 

＜1 日目＞２０１７年６月２２日（木） 

 １０：００～１２：３０ セッション① 「国連の調達における日本企業への期待」 

出席機関：国連調達部（UN/PD），国連フィールド支援局（UN/DFS），国連プロジェクト・サービス

機関（UNOPS） 

 

 １３：３０～１６：３０ セッション② 「開発・医療分野における調達」 

出席機関：国際工業開発機関（UNIDO），国際農業開発基金（ＩＦＡＤ），国際移住機関（IOM），グロ

ーバルファンド（ＧＦ），GAVI アライアンス（GAVI） 

 

＜２日目＞２０１７年６月２３（金） 

 １０：００～１２：３０ セッション③ 「人道支援分野における調達」 

出席機関：国連世界食糧計画（WFP），国連難民高等弁務官事務所（UNHCR），赤十字国際委員

会（ICRC），国際赤十字・赤新月社連盟(IFRC) 
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第２部：個別相談セッション（御希望される企業のみ。） （場所：三田共用会議所３階） 

参加機関：国連調達部（UN/PD），国連フィールド支援局（ＵＮ/DFS）（*），国連プロジェクト・サービ

ス機関（UNOPS），国際工業開発機関（ＵＮＩＤＯ），国際農業開発基金（ＩＦＡＤ）（*），国際移住機関

（IOM），グローバルファンド（ＧＦ）（*），GAVI アライアンス(GAVI)，国連世界食糧計画（WFP），国連

難民高等弁務官事務所（UNHCR），赤十字国際委員会（ICRC），国際赤十字・赤新月社連盟

(IFRC) （*）   

 

【（*）は英語のみでの対応となります。駐日事務所を有している等，その他の機関については，日

本人職員が対応（又は同席を依頼）しています。】 

 

＜第二部について＞ 

・受注に向けた手続や関心分野・製品に関するご質問，自社製品・サービスのプレゼン等を想定しています。 

・事前に時間をアレンジさせていただきます（各社最大３０分）。 

・プレゼンのための製品サンプル・商品のカタログの持ち込みは可能ですが，国際機関担当者への製品・販促

品・ノベルティーなどの贈与は国際機関側のルールにより差し控え願います。 



【概要】 国連事務局の調達部は，国連本部のさまざまな部局､世界各地のフィールド・ミッション等が必要とする年
間３０００億円規模の物資・サービスを調達しており，その約８割が平和維持活動（PKO）関連となっている。国連
フィールド支援局は，国連平和維持活動（ＰＫＯ）等の後方支援（輸送，建設，情報通信等）を担当している。

【関心分野】
・Water purification and supply system to be deployed and redeployed for field use
・Energy generation system including innovative non-conventional system to be deployed and redeployed for field 
use
・Sewage disposal and lavatory system to protect sanitary and environmental conditions for area of operation to 
be deployed and redeployed for field use
・Defense and protective gear, equipment and supplies for protection of personnel and operating bases
・Tires for vehicles
・Airport handling and security screening equipment such as cargo loaders, towing tractors, ground power units, 
helicopter landing mat system, transportable X-ray screening system for personnel and baggage and security 
metal detectors
・Material handling equipment such as mobile cranes, forklifts
・Blood supplies
・Modular prefabricated buildings

【関連リンク】https://www.un.org/Depts/ptd/
http://www.unic.or.jp/files/14-54234_Procurement_Brochure_J-version.pdf （日本語）

国連 調達部（UN/PD）

参考資料 : 参加国際機関の概要及び関心分野について
平成 ２ ９ 年 ５ 月
外 務 省



【概要】 フィールド支援局は、国連ミッションが平和と安全を促進できるように財政問題、兵站、情報とコミュニ
ケーション技術（ICT）、人的資源と一般的な管理の問題を取り扱う。国連ミッションで派遣された部隊に食料を提供
したり、道路やインフラが整備されていないような所で要員が移動できるように航空輸送の確保などを担う。また，
国連加盟国や民間パートナーと密に連携している。
【関心分野】
●Aviation ・Micro, mini unmanned aircraft systems and stationary surveillance systems for security / 
information awareness ・Helicopters / Fixed-wing aircraft for medical evacuation services with night vision 
device, and short take off and landing capability, including fixed-wing turboprop aircraft ・Helicopter and cargo 
aircraft for logistics support for passengers and cargo
●Logistics / Supply Chain / Shipping ・Water treatment solution (purification and waste) for remote locations ・
Engineering services: Facilities management and maintenance ・Rigid shelters ・All terrain utility vehicles (ATUV) 
for utility support within camp confines ・Power generation, especially environmentally friendly and with 
minimum maintenance for remote locations ・Alternate energy solutions for a minimum of a camp of 25 
persons ・Mobile office / deployment solutions ・Sewage and waste management solutions ・Shipping and 
forwarding services, track and trace technology for shipping ・Consultancy services – training, supply chain 
management, etc. 
●Safety and Security ・Sense and warn systems, ground movement radar surveillance systems, aerostat 
surveillance ・Mobile / fixed surveillance cameras, CCTV systems, night vision cameras – mast or aerostat ・
technologies for the improvement of camp / convoy protection
●Connectivity ・Internet over satellite connectivity with terminals no larger than 1.2 meters; 20 Mbps 
download / 5 Mbps upload at low cost, hand held and car-installable equipment ・services for satellite based 
communications, Push-to-talk (PTT) ・services for rapid deployment, mesh IP radio networks, supporting cell 
phone connectivity in the absence of standard GSM service, emergency, rapidly deployable LTE rugged systems; 
tower / aerostat mounted
●Power Systems to support Telecom services ・Highly reliable, green power sources for 24/7 operation of ICT 
systems ・High reliability, low contamination risk batteries (12V)
【関連リンク】http://www.un.org/en/peacekeeping/about/dfs/

国連 フィールド支援局（UN/DFS）



【概要】 UNIDO は、開発途上国や市場経済移行国において包摂的で持続可能な産業開発を促進し，これらの
国々の持続的な経済の発展を支援する機関。駐日事務所あり。

【関心分野】 ・Renewable energy and energy efficiency consultancy services(pre-feasibility studies, project 
evaluations etc.) ・ Renewable energy and energy efficiency  equipment ・ Agro processing equipment (toolkits, 
food processing, small scale manufacturing, agricultural machines, training kits) ・System optimization 
equipment for Ozone Depleting Substances (ODS and alternative refrigerants solutions and equipment) ・Waste 
to energy solutions and technologies for large scale operations (landfills, ecosystems, green buildings, etc.) ・
Clean technology competitions for innovation and entrepreneurship programs
【関連リンク】http://www.unido.org/

http://www.unido.or.jp/（日本語）

国際連合工業開発機関（UNIDO）

【概要】 UNOPSは，紛争後地域や自然災害により被災した地域において，平和構築，人道支援，開発分野のプロ
ジェクトの実施管理，調達（車両､医療器具､薬剤､各種サービス等），インフラ整備・構築（道路､学校､病院､浄水・
給水所､橋梁､港等）及び人材能力育成事業を行っている。過去5年間日本からの物・サービス調達額が第一位の
国際機関（国連調達報告書にも記載）。
【関心分野】 Vehicles (4WD, bus, trucks, motorbikes, construction machinery, etc.). Medical equipment,
supplies.  Renewable energy, Resilience.
【関連リンク】https://www.unops.org/english/Services/Procurement/Pages/default.aspx

国連プロジェクト・サービス機関（UNOPS）



【概要】 IOMは､移民・難民・国内避難民・被災者等への基礎物資提供などの緊急支援，国境管理当局に対する
技術支援，避難民に対する仮設住居（シェルター）の提供など，各種国連機関・国際機関との協力の下，幅広い活
動を行っている。駐日事務所あり。2016年9月から国連関係機関。
【関心分野】
Safety and Security
•Innovative Tracking Devices •Monitoring Equipment •New GPS products under Japanese patents
Shelter and Makeshift Housing Solutions
•New and affordable temporary housing solutions from Japanese companies.
Healthcare, Medical Supplies and Equipment
•Portable Digital X-ray machine •Automatic External Defibrillator •Grayscale and Color LCD X-ray Monitor
•Portable ECG Machine •Mobile Clinic / Ambulance •Portable Oxygen Concentrator •Individual First Aid Kits
•First Responder Kit •Emergency Trauma Bag
【関連リンク】http://www.iom.int/procurement http://www.iomjapan.org/（日本語）

国際移住機関（IOM）

【概要】 IFADは，所得が低く，かつ食料が不足している地域での飢餓と貧困を撲滅するため，被援助国である開
発途上国に対し，農村開発プロジェクトに必要な資金の融資を行っており，食料の増産，所得の向上，健康・栄
養・教育水準を改善し，持続性のある生計が営めるような援助を実施している。
【関心分野】
Technology ・Computer Hardware and Software ・Telecommunication equipment ・Photo and Audio Video 
equipment ・Security and Surveillance equipment ・Multifunction Printing Equipment (rental) ・Printshop
Equipment (rental) Supplies ・Maintenance Supplies ・Paper, Office Stationary and other supplies 
Official vehicles Services ・Audio-Video Services ・Professional consultancy services in various sectors (e.g. 
impact assessment services, evaluation services, statistical analysis, rural and agricultural development studies, 
business development services) ・Financial Services ・ICT Project Management ・ICT Software Development ・
Insurance ・Investment Management ・Auditing Services ・Conference Services and Event Management ・
Training and Staff Development
【関連リンク】 http://www.ifad.org/governance/procurement/

国際農業開発基金（IFAD）
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【概要】 GAVIアライアンスは，開発途上国の予防接種率を向上させることにより、子どもたちの命と人々の健康
を守ることを目的とし，①被支援国におけるワクチンの普及と使用の促進，②予防接種を効果的に提供するため
の保健システム強化，③国際的な資金調達の予測可能性の向上及び国家の予防接種計画予算の持続性改善
のための取組，④適切なワクチン市場の形成などの活動を行っている。支援対象国は一人当たり国民総所得
（GNI）が年間1,580米ドル以下の国々。
【関心分野】 •Vaccine •Cold chain equipment (freezer, refrigerators, cold boxes, temperature monitor) •Data 
equipment (barcode reader)
【関連リンク】http://www.gavi.org/

GAVIアライアンス（GAVI, the Vaccine Alliance)

【概要】 グローバルファンド（正式名称：世界エイズ・結核・マラリア対策基金）は、２０００年G8九州沖縄サミットに
おいて三大感染症対策を初めて議論した成果として，２００２年に設立された。三大感染症（エイズ、結核、マラリ
ア）対策のための資金支援を目的とする官民パートナーシップ機関。中低所得国が自ら行う三疾病の予防、治療、
感染者支援、保健システム強化などへ資金を提供。支援の対象国・地域は、100以上。
【関心分野】 ・Antiretrovirals・Anti-Tuberculosis・Antimalarials・Indoor Residual Spray (IRS)・Rapid Diagnostic 
Tests (HIV and malaria)・Long Lasting Insecticide Nets・Condoms・Essential medicine・Lab and medical supply・
Diagnostics (Vial load & Early Infant Diagnostics, CD4, Genexpert etc.)
【関連リンク】https://www.theglobalfund.org/en/

http://fgfj.jcie.or.jp/（日本語）

グローバルファンド（Global Fund）
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【概要】 UNHCRは，①難民に対する国際的保護の付与，②難民・国内避難民等に対する水，食料，住居，教育等
の生活支援を提供するとともに，③難民の自発的帰還，現地定住もしくは第三国定住による恒久的解決を図ること
を目的として，124カ国・地域で活動する人道支援機関。駐日事務所あり。
【関心分野】 ・Agriculture/Farming Products  ・Clothing & Footwear ・Construction Equipment ・Cooking Stoves ・
Foam Mattresses  ・Generators ・IT Equipment and Software ・Lease/Rental of premises ・Office Security ・Sanitary 
Supplies ・Soaps ・Trailers ・Blankets ・Communication ・Construction Materials ・Educational Equipment Supplies ・
Food Items ・Household Items ・Jerry Cans ・Medical  Equipment ・Personal Hygiene Supplies ・Security Services ・
Tarpaulins ・Transport Services ・Buckets ・Consulting ・Fuels ・Insurance ・Kitchen Sets  ・Mosquito Nets ・Plastic 
Sheeting  ・Sleeping Mats ・Tests ・Water Equipment and  Supplies
【関連リンク】http://www.unhcr.org/pages/49c3646c4a0.html

http://www.unhcr.or.jp/html/index.html （日本語）

国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）

【概要】 WFPは，飢餓と貧困の撲滅を使命として，主として食料を通じて①自然災害や人為的災害による被災者，
難民・国内避難民等に対する緊急支援､②世界の食料安全保障の推進､及び③開発途上国の経済社会開発を
行っており､98カ国に386事務所を有する。WFPの事業規模は人道支援機関の中でも最大であり，食料安全保障
及び栄養分野の主要な担い手であるほか，人道航空サービスや人道支援物資備蓄庫等のロジスティックス面の
共通サービスを支援関係者に提供するなど，重要な役割を果たしている。駐日事務所あり。
【関心分野】 ICT equipment and services, Consultancy services, vehicles and trucks, security services, aviation 
fuel and equipment, mobile warehouses, construction services, etc. 
【関連リンク】http://www.wfp.org/procurement

http://ja.wfp.org/ （日本語）

国連世界食糧計画（WFP）
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【概要】 国際赤十字・赤新月社連盟は，各国の赤十字社・赤新月社の国際的な連合体であり，スイスのジュネー

ブに事務局と世界60カ所以上に代表部を置いている人道支援機関。災害対策や，災害の被害者に対する救援活
動など非紛争地域における人道支援を主な活動としている。

【関心分野】
【関連リンク】http://www.ifrc.org/

国際赤十字・赤新月社連明（IFRC）

【概要】 １８６３年にジュネーブに設立された世界で最も歴史のある人道支援組織。世界中の紛争地域において

犠牲者（避難民，病人・負傷者，捕虜等）に対する，医療支援，食料・生活物資の供給等の救援活動や，収容所の

訪問，国際人道法の普及活動等を実施。駐日事務所あり。

【関心分野】 Vehicle, Water and sanitation material used in providing safe water, Non food items (stainless 
kitchen sets, blankets medium and high thermal, plastic buckets, mosquito nets, tents, collapsible jerry cans, ad 
hoc requests (fishing material, winter garments, stoves etc.) 
【関連リンク】https://www.icrc.org/en

http://jp.icrc.org/（日本語）

赤十字国際委員会（ICRC）


