
1

質  問  回  答（第３版）

2016 年 2 月 24 日

「（案件名）パナマ国パナマ首都圏都市交通 3号線整備事業支援（SAPI)【有償勘定技術支援】」（公示日：2016 年 1 月 27 日／公示番号：160001）に

ついて、業務指示書に関する補足事項並びに質問と回答は以下のとおりです。

通番

号

業務指示書に関する補足事項

1 業務指示書第 2 業務の目的・内容に関する事項別紙 5.2、6.4～6.7 及び英文 TOR2.～2.1.1.2.20 に記載のとおり、コンサルタントの業務に基本

設計の実施が含まれております。

通番

号

当該頁項目 質問 回答

1 業務指示書、第２ 業務の

目的・内容に関する事項

別紙「5.1 本業務に係る合

意文書」（p3）

業務指示書の同箇所からは、英文 TOR も本業務に関する指

示書として従う必要があるとも取れますが、今一度本英文

TOR の位置づけについてご説明をお願いします。

英文 TOR は本業務指示書の一部となります。

2 業務指示書、第２ 業務の

目的・内容に関する事項

別紙「5.2 基本設計につい

て」（p3）

業務指示書の同箇所からは、基本設計に含められる項目と

して、①線形の検討、②（線形上の）支障物リストの作成、③

迂回路の基準及び仕様の設定、④駅舎の検討、⑤変電シス

テムの検討、⑥軌道の検討、⑦車両基地への経路の検討、

⑧車両基地の検討、⑨バス、タクシー等他陸上交通とモノレ

ールとの乗継所の検討、⑩関連施設（安全、モノレールの機

能性の観点から必要な設備）の検討、⑪都市交通（鉄道）と

の効率的な接続の検討、⑫各種技術要件の設定、⑬積算の

検討、⑭事業実施スケジュールの検討、⑮シウダ・デル・フト

ゥーロからラ・チョレーラまでの延伸（第二フェーズ）の概念レ

ベルの検討、と理解できますが、鉄道システム上重要な要素

である、「車両」、「信号設備」（及び「建築設備」も）への言及

基本設計については英文 TOR の 2.1～
2.1.1.2.20 を参照願います。なお、「建築設備」

の基本設計を行う必要はあります。「車両」及

び「信号設備」等については、主にサプライ

ヤー（Nominated Sub-contractor、以下「NSC」

という。）が基本設計を行うことを想定してお

りますが、入札図書（案）は NSC 設計範囲

も反映したものとなります。
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通番

号

当該頁項目 質問 回答

がありません。また、「6.7 基本設計」の指針では「（11）以下の

技術要件を設定すること（P9）」として「4）鉄道システム及び車

両の要件」の記載がありますので技術要件を策定することは

求められている（「（5）変電システム」では要件の一部が本項

に記載されている）ものの、設計は求められていないと解釈さ

れますが、分かり易い解釈をご教示ください。

3 業務指示書、第２ 業務の

目的・内容に関する事項

別紙「5.7 本業務コンサル

タントの責任範囲」（p4）及

び別紙「5.12 メトロ公社が

サプライヤー（Nominated 

Subcontractor）と締結予定

の技術合意（同コントラクタ

ーが提供する機器等につ

いて規定された文書）につ

いて、合意文書作成支援

を行うこと。」（p5）

「 5.7 （ p4 ） 」 に つ い て は 、 配 布 資 料 で あ る 協 議 記 録 の

ARTICLE2 でも明記されていますが、①基本設計作成、②入

札図書作成、③入札準備、④入札評価支援、⑤本事業の施

工監理、⑥第 4 架橋整備事業との調整、と理解できます。

一方で、「5.12（P5）」では、「メトロ公社がサプライヤー

（Nominated Subcontractor）と締結予定の技術合意につい

て、合意文書作成支援を行うこと」、とありますが、この業務

は上記 5.7 の範疇の業務に追加される業務と解釈されるもの

でしょうか。

技術合意文書作成支援は 5.7 に記載している

業務の（主に②入札図書作成、及び③入札準

備）の一部となります。

4 業務指示書、第２ 業務の

目的・内容に関する事項

別紙「6.4 技術文書作成」

（p7）

業務指示書の同箇所では、技術文書とは、コントラクターの

選定に用いる入札図書作成に必要となる文書であるとして、

①コントラクターの業務、②技術仕様・技術要件、③設計仕

様、④基本設計、⑤土木及び据え付けの仕様、⑥鉄道システ

ム及び機器の機能的及び技術的仕様、⑦数量計算等の設

計に係る補足文書、及び⑧メトロ公社とサプライヤーが締結

予定の合意文書案、が含まれるとの規定があり、さらに設計

仕様及び基本設計については「6.5」～「6.6」を参照となってい

ます。

設計基準と設計仕様は異なるものを指してお

ります。本業務では何れの検討も必要となっ

ております。英文 TOR の該当箇所（2.1.～
2.1.2）も参照願います。
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通番

号

当該頁項目 質問 回答

一方、「6.5（p7）」では「設計基準の設定」とあり、6.5 との整合

性に基づくならば、6.4 の「設計仕様」は「設計基準」と読み替

えて良いものと理解しますが、この理解でよろしいでしょうか。

5 業務指示書、第２ 業務の

目的・内容に関する事項

別紙「6.5 設計基準の設

定」の 「(2)鉄道システム」

（p7）

業務指示書の同箇所では、車両、信号設備の記載がありま

すが、業務指示書の記述からは、設計基準の策定は求めら

れているが、一般的に解釈される基本設計レベルの設計は

求められていないと解釈できますが、分かり易い解釈をご教

示下さい。

業務指示書の「6.7 基本設計」及び英文 TOR
の該当箇所（2.1～2.1.2.）を参照願います。

6 業務指示書、第２ 業務の

目的・内容に関する事項

別紙「6.5 設計基準」（p7）

及び別紙「6.6 設計仕様書

の提案」(p7)

「電気・信号・通信・車両の設計基準の設定にあたって、以下

の設備について、維持管理及び将来計画との整合性を考慮

した設計基準を作成する」、とありますが、これは「電気・信

号・通信・車両及び建築付属設備の設計基準の設定にあた

っては、以下の設備について、維持管理及び将来計画との整

合性を考慮した設計基準を作成する」と読み替えるのが適当

ではないでしょうか。

また、鉄道システムでは、技術進歩に基づいて、仕様も変化

しています。現に、国内の鉄道技術基準鉄道では、仕様基準

ではなく性能基準へと変わってきています。従って、これら設

備の設計基準とは、日本で言う、国土交通省や経済産業省

の省令（特に「鉄道技術基準」、「電気設備技術基準」、「昇降

機技術基準」等）や同告示等で定められているような設計指

針やガイドラインの類の規定（性能基準）に準じた設備基準

規定を設定すれば良いと解釈して良いでしょうか。つまり、こ

こで言う「設計基準」は、3 号線に求められる性能基準を策定

することと理解し、基本設計において、3 号線の施設固有の

事業環境・条件に基づき、その性能を満たすための特有な設

計を行う理解でよろしいでしょうか。

設計基準の設定には、建築付属設備も含みま

す。設計基準、設計仕様書、基本設計の関係

性は右理解のとおりです。
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通番

号

当該頁項目 質問 回答

また、「6.6 設計仕様書の提案」（P7）では、6.5（2）を整理した

結果を踏まえ鉄道システム、駅設備の設計仕様書（鉄道シス

テム設備編（案）を提案するものとする）ありますが、6.5（2）で

策定した設備基準規定を整理したものとの理解でよろしいで

しょうか。（6.6 で言う「基本設計」とは、6.5 で定めた性能を 3

号線で満たすための設計内容をまとめたものと理解します。）

7 業務指示書、第２ 業務の

目的・内容に関する事項

別紙「6.6 設計仕様書の

提案」（ｐ8）

業務指示書では「6.6 設計仕様書の提案」に基づき「6.7 基本

設計」を行うとあります（P7～8）。また、「7.本業務コンサルタ

ントによる作成文書」中の「（2）その他の報告書、2）入札図書

（案）報告書」の提出時期が契約開始後 6 ヶ月となっています

（P15）。

業務の順序としては、仕様書の作成は基本設計の後になる

と考えられ、そうすると入札図書（案）を契約開始後 6 ヶ月で

作成するのは工程的に無理があると考えますが、御見解をご

教示ください。

パナマで実施されている他の都市鉄道事業に

基づきスケジュールを想定していますが、メ

トロ公社と協議の上最終的に調整します。

8 業務指示書、第２ 業務の

目的・内容に関する事項

別紙「6.6 設計仕様書

の提案」（ｐ8）

業務指示書の 6.6 で求められている設計仕様書とは、英文

（TOR） 2.1.1.1 の最初のパラグラフにある、”a document”に

該当するものと理解してよろしいでしょうか。つまり、PM は、コ

ントラクターが設計を行うに当たり、施設・設備の概要や機能

仕様等を取りまとめて、これを MPSA に提案し、合意する、こ

の合意に基づいて、PM は基本設計を実施するという進め方

が想定されているのでしょうか。

右理解のとおりです。

9 業務指示書、第２ 業務の

目的・内容に関する事項

別紙「6.7 基本設計」（ｐ8）

業務指示書の「6.7 基本設計」では、100 年に一度の頻度で

起こる大雨の表面流出量を考慮するという記載があります

が、100 年確立降水量に基づき計画・設計する施設・構造物

として、どのようなものが想定されていますでしょうか。

詳細については業務開始後メトロ公社と相談

願います。

10 業務指示書、第２ 業務の 需要予測は、今回の業務範囲に入っていませんが、別途結 「パナマ国首都圏都市交通（3 号線）整備事
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通番

号

当該頁項目 質問 回答

目的・内容に関する事項

別紙「6. 業務内容」

果（年度別日乗降者数、年度別ピーク時方向別時間当たり乗

客数（PHPDT）、年度別各駅乗降者数など）はパナマ側から

受領できるとの理解でよろしいでしょうか？

業準備調査」の結果を参照願います。

11 業務指示書、第３ 業務実

施上の条件

別紙「7．1 報告書等」の

「(2) その他の報告書」

の 2）入札図書（案）報告書

（p15）

入札図書（案）報告書の記載事項は、「6.4 から 6.6 に係る

内容(含:基本設計)」となっています。ANNEX 1 では Stage 1

の業務として、preparation of bidding documents があります

が、コンサルタントが作成する文書は「6.4 から 6.6 に係る内容

(含:基本設計)」に限定されると考えて良いでしょうか。一般的

に入札図書の構成文書となる、入札指示書、資格審査基準、

入札評価基準、契約条件書、入札フォームはメトロ公社が作

成するが、その作成をコンサルタントは支援するということで

しょうか。「3．業務の目的」にある「入札図書作成支援」の範

囲についてより詳細な説明を頂きたくお願い致します。

入札指示書、資格審査基準、入札評価基準、

契約条件書、入札フォームは基本的にメトロ

公社が作成し、コンサルタントは同作成を支

援することになります。

12 ANNEX I （英文 TOR につ

いて）

業務指示書に添付されている TOR（英文）は、西文で作成さ

れた TOR を英訳したものなのでしょうか。両者が存在する場

合、TOR（西文）が正文とみなされるのでしょうか。TOR（英

文）に、不明確と思われる箇所があるため、確認のため、もし

存在するのであれば TOR（西文）をご提供頂けないでしょう

か。

メトロ公社と英文 TOR を合意しており、配

布している TOR が正文となります。

*英文 TOR に一部誤りがありましたので、修

正履歴付の訂正版を指示書配布先に追って送

付します。

13 Memorandum の Article1 
「 Objective and Basic 
Concept of the SAPI」
並びに Memorandum の

Article13「Privileges to be 
provided and 
undertakings of MPSA」

2016 年 2 月 5 日付け以下質問致しました。

① Article1 に記載の「relevant documents between the 
governments of Japan and Panama including MOC」

には、2006 年 5 月 4 日付け「技術協力に関する日本国

政府とパナマ共和国政府との間の協定」も含まれると理

解してよろしいでしょうか。

② Article13 に記載の先方便宜供与に加えて、2006 年 5
月 4 日付け「技術協力に関する日本国政府とパナマ共和

技術協力協定の枠組みに、本コンサルタント

契約は含まれません。他方、同等の免税内容

が担保されるように、別途政府間の合意文書

を締結する予定です。同協定の対象範囲は、

他の業務実施契約と同様となる想定です。
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通番

号

当該頁項目 質問 回答

国政府との間の協定」に記載のパナマ共和国政府がとる

べき措置も担保されると理解してよろしいでしょうか。

上記の理解が認められるとの前提で質問申し上げます。

2006 年 5 月 4 日付け「技術協力に関する日本国政府とパナ

マ共和国政府との間の協定」に記載されている「調査団」は、

本邦以外の国籍を有する共同企業体構成員（含む、同構成

員の業務従事者）並びに補強要員も含むと理解してよろしい

でしょうか、ご教示下さい。

14 『コンサルタント等契約に

おける 見積書作成ガイド

ライン 見積書作成ガイド

ライン』 表 2:各費目の

概要

「業務実施契約」において、「その他原価」および「一般管理

費」に含まれるべき経費は、左記ガイドライン表 2 において記

載されております。

「一般管理費」については、「支払保証料その他の営業外費

用を含む」とされております。

他方、本業務の見積金額は、「業務実施契約」の契約形態で

は前例のない規模となることが想定されております。

つきましては、特に数千万円以上の経費が見込まれる「前払

金保証料」についてはぜひとも見積計上の対象としていただ

きたく、ご検討、ご了承の程お願い申し上げます。

見積金額が大きくなっても、業務量（M/M）

に応じて、一般管理費の金額も大きくなりま

すので、見積作成ガイドラインにありますと

おり、前払金保証料については、一般管理費

での対応でお願いいたします。

なお、業務指示書 「第 2 業務の目的・

内容に関する事項」「７．本業務コンサルタン

トによる作成文書」に記載のとおり、後期契

約については、毎年コンサルタントへの部分

払いを行うことを想定しております。そのた

め、後期契約の前払金の契約金額に対する上

限割合は 4 割ではなく、それより低い比率で

の契約とすることを検討しています。
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質  問  回  答（第２版）

2016 年 2 月 17 日

「（案件名）パナマ国パナマ首都圏都市交通 3号線整備事業支援（SAPI)【有償勘定技術支援】」（公示日：2016 年 1 月 27 日／公示番号：160001）に

ついて、業務指示書に関する質問と回答は以下のとおりです。

通

番

号

当該頁項目 質問 回答

1 業務指示書、第

5. 3 業務従事予

定者の経験、能

力等

（１） 業 務 管

理グループ

（○）業務管理グ

ループ（副業務主

任者の配置）を認

める（ただし、副

業務主任者を補

強とすることは認

めない）。副業務

主任者は 1 名を

上限とする。

副業務主任者の配置については、1 名を上限とする旨ご指示いただいておりま

す。

一方、本件業務は、6 年半におよぶ履行期間の中で設計、入札支援、施工監理

と大きくステージが区切られ、また専門的なグループも、土木、建築、システムと

いったように複数に分けられ、M/M も 1856M/M とご指示いただいております。

強固な体制を構築し円滑な業務遂行を図るため、また、専門的な知見をバラン

スよく共有し若手育成を図るためにも、副業務主任者の上限数を複数名に増や

していただければ幸いです。

「副業務主任」として評価対象とするのは 1

名とします。

ただし、担当業務として、評価対象者の他に、

土木総括、システム総括、等サブリーダー的

な業務を担当する団員を配置することは差

し支えなく、その場合の人数には特に制限は

ありません。

2 業務指示書、第２

業 務 の 目 的 ・ 内

容に関する事項

別 紙 「 ５ ． １ ３

瑕疵担保責任及

び善管注意義務

１． 業務指示書の同箇所は、受注者が発注者すなわち貴機構に対し負うべき

瑕疵担保責任並びに損害賠償の責任の記載であると解釈します。この解

釈の正否並びに誤りである場合は、正しい解釈をご教示下さい。

（２）業務指示書の同箇所の（１）及び契約書ひな形の（瑕疵担保等）の条項

から以下の通り解釈します。この解釈の正否並びに誤りである場合は、

１．修正点を記載致します。

（１）損害賠償の上限は前期契約金額となり

ます。請求が可能な期間は、メトロ公社によ

るコンサルタントの作成文書（基本設計、入

札図書案、入札評価関連文書）の承認及び

JICA の確認（検査合格）の日から１年６か
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通

番

号

当該頁項目 質問 回答

について」 P.5
並びに

メトロ公社と JICA
で締結予定の合

意文書（案）（以

下

「 Memorandum 」

） の Article5 
「 Liability of the 
PM」及び Form2

正しい解釈をご教示下さい。

当社の解釈

１）前期業務にて受注者が発注者すなわち貴機構に対して負う瑕疵担

保責任は前期の成果品である「前期業務完了報告書」に対してのみで

ある。

２）契約書ひな形の（瑕疵担保等）は第３項のみ以下の通り修正される。

「３．第１項の規定による瑕疵の補修又は損害賠償の請求は、業務実

施契約約款第１３条第２項及ぶ第３項の規定による検査の合格の日か

ら１年６カ月以内に行わなければならない。」

同条の他の号に変更はない。よって、受注者が発注者すなわち貴機構

に対し負うべき損害賠償額の上限は規定されていない。

（２）業務指示書の同箇所の（２）及び契約書の条文案（債務不履行）から以

下の通り解釈します。この解釈の正否並びに誤りである場合は、正しい

解釈をご教示下さい。

１）この記載は瑕疵担保責任ではなく、受注者の債務不履行に対する

損害賠償を規定しており、対象は後期業務のみである。

２）発注者すなわち貴機構が受注者に対し請求できる損害賠償額の上

限並びに請求が可能な期間は規定されていない。

（３）上記（２）について質問です。

１）発注者すなわち貴機構が想定している「受注者の債務不履行」をご

教示下さい。

２）発注者すなわち貴機構が受注者に対し請求できる損害賠償額の上

限並びに請求が可能な期間をご教示下さい。

２． Memorandum の Article5 及び Form2 は受注者（Project Manager 以下

「PM」）がメトロ公社（以下「MPSA」）に対し負うべき責任（瑕疵担保責任並

月となります。

（２）損害賠償額の上限は後期契約金額とな

ります。損害賠償の期間は後期契約終了後１

年となります。

（３）１）本契約の履行が本旨に従った履行

と認められない場合、又は履行が不能となっ

た場合です。

（３）２）上記のとおりです。

２． Form2に受注者がメトロ公社に対し負う

べき責任が規定されています。
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通

番

号

当該頁項目 質問 回答

びに損害賠償責任）の記載であると解釈します。この解釈の正否並びに誤り

である場合は、正しい解釈をご教示下さい。

（１）Memorandum の Article5 及び Form2 から以下の通り解釈します。こ

の解釈の正否並びに誤りである場合は、正しい解釈をご教示下さい。

当社の解釈

１）前期業務にて受注者（PM）が MPSA に対して負う瑕疵担保責任

は Service1(Basic Design)、Service2(Bidding Documents)並びに

Service3(Support to MPSA for the procurement of the 
contractor(s))であるため、前期業務で受注者が発注者すなわち貴機

構に対して負う瑕疵担保責任と重複しない。

２）後期業務にて受注者（PM）が MPSA に対して負う損害賠償責任は

Service4(Support to MPSA for the supervision of the Project 
implementation and commissioning)並びに Service5(Support to 
MPSA  and coordination among relevant parties for the interface 
management between the monorail system and of the Project and 
the 4th Bridge over Panama Canal)である。

３）受注者（PM）が MPSA に対して負う瑕疵担保責任の額、損害賠償

責任の額並びに MPSA を含む第三者に対して負う損害賠償責任の額

の合計額は受注者(PM)と発注者すなわち貴機構との契約金額を超え

ない。

（２）上記（１）について質問です。

①前期業務の Service3(Support to MPSA for the procurement of 
the contractor(s))にて貴機構並びに MPSA が想定される瑕疵担保

責任をご教示下さい。

②後期業務の Service4(Support to MPSA for the supervision of the 

（１）１）、２）及び（２）③ 発注者は先

方実施機関と重複し瑕疵及び善管注意義務

違反に係る損害賠償の請求を行うことはあ

りません。

（１）３）ご理解のとおりです。

（２）①基本的に想定されません。

（２）②明らかに善管注意義務を怠り、その

是正を JICA が求めても是正が出来ない場合

となります。
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通

番

号

当該頁項目 質問 回答

Project implementation and commissioning) 並 び に

Service5(Support to MPSA  and coordination among relevant 
parties for the interface management between the monorail 
system and of the Project and the 4th Bridge over Panama 
Canal)にて貴機構並びに MPSA が想定される損害賠償の対象をご

教示下さい。

③発注者すなわち貴機構は、上記②の損害賠償請求に重複して業務

指示書の第２ 業務の目的・内容に関する事項 別紙 「５．１３ 瑕

疵担保責任及び善管注意義務について」 P.5 の（２）及び契約書の

条文案（債務不履行）にて規定される損害賠償を受注者に請求しな

いと解釈してもよろしいかご教示下さい。

過去の詳細設計業務の指示書に以下記載の事例があります。

「発注者は先方実施機関と重複して瑕疵にかかる損害賠償請求を

行わない。」

本業務指示書には、同様の記載がないためお尋ねする次第です。

3 業務指示書、第２

業 務 の 目 的 ・ 内

容に関する事項

別 紙 「 ５ ． １ ４

契約書について」

の（３） P.6
並びに

Memorandum の

Article5 
「 Liability of the 
PM」

業務指示書の同箇所並びに Memorandum の Article5 から業務実施契約約款

第 10 条に以下の主旨の条項が加えられると解釈します。この解釈の正否並び

に誤りである場合は、正しい解釈をご教示下さい。

「受注者の帰すべき事由により第三者に及ぼした損害に対して受注者が負担す

る損害賠償の額並びに業務に関して受注者がメトロ公社に負う瑕疵担保責任

の額及び損害賠償責任の額の合計額は、発注者と受注者の契約金額を超えな

い。」

ご理解のとおりです。
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通

番

号

当該頁項目 質問 回答

4 Memorandum の

Article1 
「 Objective and 
Basic Concept 
of the SAPI」

同箇所に記載の「relevant documents between the governments of Japan 
and Panama including MOC」には、2006 年 5 月 4 日付け「技術協力に関する

日本国政府とパナマ共和国政府との間の協定」も含まれると理解してよろしいで

しょうか。

含まれません。

5 Memorandum の

Article13
「Privileges to be 
provided and 
undertakings of 
MPSA」

同 Article に記載の先方便宜供与に加えて、2006 年 5 月 4 日付け「技術協力

に関する日本国政府とパナマ共和国政府との間の協定」に記載のパナマ共和

国政府がとるべき措置も担保されると理解してよろしいでしょうか。

その場合、現地設立プロジェクト事務所に対し、プロジェクト経費・その他運営資

金であって国外から送金されるものに対して又はこれに関連して課せられる所

得税を含む租税及び課徴金も免除対象となりますでしょうか。

見積額算出に当たり、同 Article にある”tax exemption”の詳細に付きましてご教

示ください。

2006 年 5 月 4 日付け同協定に本コンサルタ

ント業務は含まれませんが、同様の措置を担

保できるように政府間の合意文書を別途結

ぶ方向で検討しています。

免税項目の詳細は現時点では決定しおりま

せん。積算に際しては免税措置が取られる他

の円借款事業と同様に積算願います。

6 Memorandum の

締結時期につい

て P.1-2

同 Memorandum は ”E/N”および ”Loan Agreement(s)”締結後に貴機構と

MPSA が締結されるものであり、一方で本件プロジェクトに従事するコンサルタ

ントは同 Memorandum 締結前に先行して業務を開始すると理解してよろしいで

しょうか。

Memorandum 締結前に本コンサルタント業

務が先行することは想定されません。

7

業務指示書

第 10 その他

8 本体事業から

の排除

（9 頁）

本件に係る本体事業はデザインビルド方式が想定されています。また、本件コンサ

ルタント業務の範囲に入札支援、事業実施管理（施工監理）が含まれております。

他方において、業務指示書には、本件受注コンサルタントに関し、本体事業からの

排除に特段の指定がなされていませんので、本件受注コンサルタントが本体事業の

設計担当としてコントラクター側の一員として応札することも可能と考えられます。本

件受注コンサルタントを、施工監理業務以外の役務及び財の調達から排除する必

要はないのでしょうか。

本件業務は本体事業のコントラクターに対

する施工監理を含むことからも、円借款事業

の調達及びコンサルタント雇用ガイドライ

ンに係るハンドブックが適用される場合は、

本件受注コンサルタントがデザインビルド

方式にコントラクターの一員として応札す

ることはできません。



12

通

番

号

当該頁項目 質問 回答

8

業務指示書

第 10 その他

8 本体事業から

の排除

（9 頁）

御機構が発行している「円借款事業の調達及びコンサルタント雇用ガイドラインに係

るハンドブック（2012.4）」によれば、第 1.07 条利益相反（ハンドブック P110～P111）

において、「事業の調達に係る準備または実施に係るコンサルティング業務を実施

した企業、または直接的ないし間接的に当該企業を支配する、当該企業に支配され

る、もしくは当該企業と共通の支配下関係にある関係会社は、当該コンサルティン

グ業務に起因する、もしくは直接関係のある資機材および役務を提供する業務を行

うことから失格とされる。本条はターンキー契約、デザインビルド契約において共同

して「コントラクター」としての業務を提供する多様な企業（コンサルタント、請負業

者、製造者）については、そのことのみを以っては適用されない。」とされておりま

す。

他方において、最近本件のように、デザインビルド方式による本体事業が散見され

ますが、協力準備調査等の準備を実施したコンサルタントによるデザインビルド方

式でのコントラクター側としての参加の可否について、協力準備調査等の TOR（F/S
調査、基本設計、詳細設計等）との関係性において可能な範囲でご教示をお願いい

たします。

上記７のとおりです。今回の発注業務は本体

事業のコントラクターに対する施工監理を

含むことからコントラクターとしての参加

は認められませんが、協力準備調査（F/S）
を実施したコンサルタントのコントラクタ

ー側としての参画に関しては一律に排除さ

れるとは限りません。
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質  問  回  答（第１版）

2016 年 2 月 4 日

「（案件名）パナマ国パナマ首都圏都市交通 3号線整備事業支援（SAPI)【有償勘定技術支援】」（公示日：2016 年 1 月 27 日／公示番号：160001）に

ついて、業務指示書に関する質問と回答は以下のとおりです。

通

番

号

当該頁項目 質問 回答

1 第４ 共同企業体の結成並

びに補強の可否等

２ 補強の可否 P.2

指示されている補強率は、想定されている担当

業務計５６種の現地業務従事者にかかるものと

理解しています。本件プロジェクトは、基本設計

から事業の施工監理、第 4 架橋整備事業との調

整まで業務内容が広範囲であり、各分野で求め

られる専門性も多岐に渡ります。プレ公示の段

階からローカル人材の活用を推奨されており、本

指示書においても 4 割近くの分野にローカル人

材を配置させることが想定されております。国内

外問わず最適な人員配置ができるよう、補強率

を上げることはできますでしょうか。

本件、業務指示書に記載あるとおり、共同企業体を結成し

ない（単独）応募の場合全業務従事者数の１／２まで、共

同企業体を結成する場合は全業務従事者数の３／４まで補

強を認めます。

本案件に関しては、この補強に係る条件に変更はありませ

ん。

なお、本案件に関しては外国企業との共同企業体の結成を

認めます。ただし、「コンサルタント等契約におけるプロポ

ーザル作成ガイドライン １．２．４．プロポーザルの無

効（４）」（P9）の規定に抵触しないよう、当機構の資格審

査を前もって受けた外国企業に限ります。

「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイド

ライン」

http://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/cons

ultant/ku57pq00000yi46x-att/proposal_guidelines_2013

11.pdf

「当機構の競争参加資格審査」について

http://www.jica.go.jp/announce/screening/
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通

番

号

当該頁項目 質問 回答

2 第２ 業務の目的・内容に

関する事項

別紙 １．業務の背景 P.1

閲 覧 資 料 と し て 2016 年 1 月 署 名

「Memorandum of Cooperation」を拝見させて

いただけますでしょうか。

閲覧資料とすることは可能です。別途 JICA 中南米部中米・

カリブ課担当に閲覧希望日時をご連絡下さい。

電話番号：5226－8563（高畠宛）

日時：2 月 10 日までの 10:00－17:00
閲覧時間：1 時間以内

3 第２ 業務の目的・内容に

関する事項

別紙 ５．１４ 契約書につ

いて P.6
並びに

第２ 業務実施の条件

業務の工程

本件業務の契約は前期と後期で分かれますでし

ょうか。

「第３業務実施条の条件」、「１．業務の工程」に

「契約は前期と後期の２本に区切る。」と記載さ

れています。すなわち、契約書は前期の契約書

と後期の契約書の２つ締結することになると解釈

してもよろしいでしょうか。

本件業務は、前期・後期併せての発注となりますが、契約

書に関しては、前期と後期で分け、業務開始時に締結する

契約書は前期分の契約書となります。

4 第２ 業務の目的・内容に

関する事項

別紙 ７．本業務コンサル

タントによる作成文書 P14

本件業務を実施するに当たり、使用言語は「西

語」という理解でよろしいでしょうか（注）。その場

合、現地傭人として日西ないし英西通訳の配置

を認めていただけますでしょうか。ドラフトファイ

ナルおよびファイナルレポートのみ「英文」との指

示ですが、「西文」は不要という理解でよろしいで

しょうか。

注：基本設計並びに入札評価支援段階のメトロ

公社・受注者間の協議議事録、連絡文書等及び

施工監理段階のメトロ公社・コントラクター・受注

者間の協議議事録、連絡文書等。

業務における使用言語は「西語」となります。パナマで雇

用可能な通訳を現地傭人として配置することは可能です。

（第３国の通訳は想定されません）

ドラフトファイナル及びファイナルレポート共に西文は不

要です。

以 上


