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Open Contracting Partnership との覚書締結について
～低・中所得国のデジタル化による公共調達制度改善に向けた協力～
三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング株式会社（本社: 東京都港区、代表取締役社長: 村林 聡、以下、
MURC ） と Open Contracting Partnership （ 本 部 ： 米 国 ワ シ ン ト ン D.C. 、 Executive Director: Gavin
Hayman、以下、OCP）は、低・中所得国においてデジタル化による公共調達制度の改革を進めるべく、覚書を
締結いたしましたのでお知らせいたします。本覚書では、主に医療用物資に関する公共調達制度の改善を目指
し、グローバルヘルス（国際保健）の推進に貢献していきます。
１．趣旨・背景
各国政府や公的機関が調達する物品・サービス等の総額は、世界の GDP の約 20%を占める※1と言われてい
ます。特に低・中所得国において公共調達が市場に占める割合は高く、入札に関する規制とも密接に関わるた
め、経済的、政治的および社会的に大きな影響を及ぼします。公共調達において、「Open Contracting（開かれ
た契約）」を導入することは、調達プロセスの透明性を高め、入札者を増やし、質の高い調達を行うための重要な
手段の一つであると考えられています。保健医療サービスへのアクセスを確保する上でも、公共調達制度の改革
は必要とされています。
MURC に設置した Center on Global Health Architecture では、グローバルヘルスの課題解決に取り組
み、デジタル技術を活用した公共調達制度の改善にも焦点を当てています。OCP は、多様なセクターと連携の
上、各国政府の公共調達における Open Contracting を推進しています。同社は、デジタル技術を活用して、よ
り効率的で透明性の高い公共調達制度を整えることにより、公共調達にかかる費用と時間を抑制し、人々により
良い製品とサービスが提供されることを目指しています。
この覚書は、低・中所得国における公共調達プロセスの情報公開やデジタル化を推進し、医薬品、ワクチン、
医療機器等の製品の供給効率を高めることに主眼を置いています。また、双方の知見やネットワークを共有しな
がら、公共調達における革新的なプロジェクトの形成やアドボカシー活動等にも取り組んでいきます。

※1

European Commission “International Public Procurement”, https://ec.europa.eu/growth/singlemarket/public-procurement/international_en, （確認日 2019 年 10 月 25 日）

２．各組織の概要
■ Open Contracting Partnership
元々、世界銀行の傘下にあった OCP は 2015 年に独立し、現在はワシントン D.C.に本拠を置く非営利組織で
あり、Fund for the City of New York から財政支援を受けています。OCP は、政府、企業、市民社会、技術者
による横断的組織であり、世界各国の政府が扱う公共契約を透明性の高いものに変える取り組みをしています。
オープンデータやオープンガバメントにより、より素早く効率的で恒久的な、公共契約における改革を進めていま
す。世界 30 ヶ国以上でシステム改善を支援し、イノベーションの拡大と、それらの改革に必要となる政策、チーム、
技術、データ、結果に対して開示する風土の醸成に取り組んでいます。
ホ ー ム ペ ー ジ： https://www.open-contracting.org/
Facebook ページ： https://www.facebook.com/OpenContracting/
Twitter ページ： https://twitter.com/opencontracting

■ 三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング株式会社
三菱 UFJ リサーチ&コンサルティングは、三菱 UFJ フィナンシャル・グループ（MUFG）のシンクタンク・コンサ
ルティングファームです。東京・名古屋・大阪を拠点に、民間企業向け各種コンサルティング、国や地方自治体の
政策に関する調査研究・提言、経営情報サービスの提供、企業人材の育成支援、マクロ経済に関する調査研
究・提言など、幅広い事業を展開しています。
本件は、グローバルヘルスの課題解決を図る当社組織 Center on Global Health Architecture が担当して
います。
ホ ー ム ペ ー ジ： https://www.digitalsociety.murc.jp/globalhealth/architecture/index.html
Facebook ページ： https://www.facebook.com/cgha.murc/
Linkedin ページ： https://www.linkedin.com/company/25078975/

【本件に関するお問い合わせ】
三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社
ソーシャルインパクト・パートナーシップ事業部/ Center on Global Health Architecture 小柴・成沢
〒105-8501 東京都港区虎ノ門 5-11-2 オランダヒルズ森タワー
E-mail： ath-ch@murc.jp
【報道機関からのお問い合わせ】
コーポレート・コミュニケーション室

竹澤・杉本

TEL：03-6733-1005

E-mail：info@murc.jp
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Memorandum of Understanding between
Open Contracting Partnership and MURC
- A collaboration for Reform of Public Procurement Systems by Digitalization in LMICs We are pleased to announce that Mitsubishi UFJ Research and Consulting Co., Ltd. (Tokyo Japan,
President: Satoshi Murabayashi, “MURC”) and Open Contracting Partnership (Washington D.C., USA,
Executive Director: Gavin Hayman) have signed a Memorandum of Understanding (MoU) in order to
collaborate in the reform of public procurement systems by digitalization in low and middle income countries
(LMICs). This MoU aims to the public procurement reform of medical supplies. Through these collaborative
activities, MURC and OCP will contribute to the promotion of global health.
1．Background
Public procurement accounts for around 20% of global GDP※1. The share of public procurement in the
market is particularly high in LMICs. So, it has tremendous impact on the economy, political and social
environment. “Open Contracting” is a key reform mechanism of public procurement to improve the
transparency and accountability. In order to ensure access to health care services, public procurement
systems need to be reformed.
The MURC’s Center on Global Health Architecture tackles global health issues and focuses on using
digital technologies to improve public procurement system. OCP works across sectors and along the whole
process of government contracting to use the power of open data to save governments money and time for
delivering better goods and services for citizens in the field of public procurement.
This MoU aims to promote the reform of public procurement systems in LMICs including digitalization
and open data for the purpose of improving the efficiency of supply of products such as pharmaceuticals,
vaccines and medical devices and the enlightenment activities related to the reform of public procurement
systems. There are different activities that can be organized together, like implementation of innovative
projects and promoting stewardship and advocacy as well as utilizing capabilities, strengths, resources and
networks of both parties.

※1

European Commission “International Public Procurement”, https://ec.europa.eu/growth/singlemarket/public-procurement/international_en, （Accessed 25th October, 2019）

2．Outlines of the two organization
■ Open Contracting Partnership
OCP is a silo-busting collaboration across governments, businesses, civil society and technologists to open
up and transform government contracting worldwide. OCP brings open data and open government together
to make public contracting reforms more agile, more impactful and more durable. OCP was spun out the
World Bank in 2015 and is now an independent not-for-profit program based in Washington D.C. and fiscally
sponsored by Fund for the City of New York. OCP works in over 30 countries around the world
supporting systemic reforms, helping innovations jump scale and fostering a culture of openness about the
policies, teams, tools, data and results need to power change.
W e b s i t e： https://www.open-contracting.org/
Facebook： https://www.facebook.com/OpenContracting/
T w i t t e r： https://twitter.com/opencontracting

■ Mitsubishi UFJ Research and Consulting Co. Ltd.
MURC is a think tank / consulting firm of the Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG). It has offices in
Tokyo, Nagoya and Osaka, and conducts diverse projects including consulting to companies, policy research
for national and local governments, management information services, human resource development, and
economic research.
The Secretariat of this MoU is MURC’s Center on Global Health Architecture that works on global health
issues.
W e b s i t e： https://www.digitalsociety.murc.jp/globalhealth/architecture/index.html
Facebook： https://www.facebook.com/cgha.murc/
Linkedin： https://www.linkedin.com/company/25078975/

【Contact】
Mitsubishi UFJ Research and Consulting Co., Ltd.
Social Impact Partnership Business Dept./ Center on Global Health Architecture Koshiba, Narisawa
5-11-2, Toranomon, Minato-ku, Tokyo, 105-8501, Japan
E-mail： ath-ch@murc.jp
【Media Inquiries】
Corporate Communication Dept. TEL：03-6733-1005 E-mail：info@murc.jp

