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I. 評価とは

「評価は物事の価値を体系的に明らかにすることである」
(Scriven, 1991:139)

“Evaluation is the systematic determination of merit, worth
and significance of things”
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評価 ＝ 事実特定 ＋ 価値判断

(Evaluation)  (Factual identification)  (Value determination)



4

評価と調査の目的の違い

調査の目的は、因果関係を含む物事の現象を明らかに
することである（＝「事実特定」）と考えることができる。

一方、明らかにされた事実に関して何らかの「価値判断」
を下して初めて、評価足りえると言える。

（出所） Scriven, M. (1980). The Logic of Evaluation Inverness. Edgepress.
CA.
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価値判断をするためには、「価値を表現する言葉」で結論
が述べられねばならない。以下に例を挙げる。

価値を表現する言葉の例（等級付け）（例）
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また、以下のような簡便な表現も認められる。ただし、別途、
それぞれの等級が意味することを明確に定義しておくべき
である。

簡便な等級付け
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価値判断のための基本的な評価枠組の例

妥当性 有効性 効率性 持続性

 a.非常に満足 （定義文） （定義文） （定義文） （定義文）

 b. 満足 （定義文） （定義文） （定義文） （定義文）

 c. どちらとも言えない （定義文） （定義文） （定義文） （定義文）

 d. 不満足 （定義文） （定義文） （定義文） （定義文）

 e. 非常に不満足 （定義文） （定義文） （定義文） （定義文）

(ii) 価値水準
（Standard

of value)

(i) 価値項目（ Criteria of value)

* 価値項目＆価値水準を、評価項目＆評価基準と表現することもある。



総合評価を得るための方法の例（フローチャート）

8（出所）国際協力銀行(2006)『円借款事業評価報告書』



II. 評価の４階層～体系的に介入行為を評価する～
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費用対効果の評価（効率性評価）

Efficiency Evaluation

改善効果の評価（インパクト評価）

Impact Evaluation

実施過程の評価（プロセス評価）

Process Evaluation)

介入理論の評価（セオリー評価）

Program Theory Evaluation (Logic Modeling)



評価の略史
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2010s      科学的評価（定量的評価）の反撃
（Evidence-Based Policy Making)

2010s

MIT貧困アクション
ラボの３名がノーベ
ル経済楽章を受賞し
た。



1. セオリー評価
(Program Theory Evaluation)

• すべてのプログラムはなんらかの理論（セオ
リー）にもとづいている。セオリーとは、原
因と結果が連鎖上に連なる「仮定」である。

• じつは、このセオリーの不明確さがあだと
なって最終的に失敗したプログラムは少なく
ない。

• そのようなプログラムにおいては、まずインフラ整備ありき、あるいは組織の立ち上げ構想
や人事構想ありきで、セオリーの明確化の議論がなされず、このようなフローチャートの類
がまったく作成されなかった場合がほとんどである。
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(p33)

ｾｵﾘｰ評価の起
源：いったいこ
のプログラムは
何を目的にして
いたのか？？

＊「結果」と
は活動結果の
略です。
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就労支援事業のロジックモデルの例
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（出所）日本財団（2017) ロジックモデル作成ガ
イド
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2. プロセス評価（＝実施過程の評価）
(Process Evaluation)

（１）当初のデザインどおり実施されているか？
（２）計画された質と量の物品・サービス

(結果=output) が提供されているか？
（３）成果=outcomeに関する指標値を

モニタリングする。

15



3. インパクト評価（＝改善効果の評価）
(Impact Evaluation)

（１）介入によって改善効果はあったのか
なかったのか？

（２）あったとしたらどの程度の改善効果
だったか？
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(出所）
https://www.idcj.jp/9evalua
tion/sub5_files/impact_eval
_jirei_28july2011.pdf
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1. 事前・事後比較デザイン
(Before-After Design)
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事前・事後比較デザインの適用事例
井戸改修事業の効果の評価（スーダン, 2014）
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総じて、井戸改修事業は、地区の住民の生活を多方面で改善したと判断で
きる。



2. 時系列デザイン
(Interrupted Time-Series)
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時系列デザインによる評価事例
初等教育支援事業（ネパール）
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Impact



3. 一般指標デザイン
(Generic Control)
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一般指標
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一般指標デザインの適用事例
アルバータ州のビジネスプラン（カナダ）

エ エ エ エ エ エ

エ エ エ エ エ



4. マッチング・デザイン
(Matched Control Design)
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隣のよく
似た地域
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マッチング・デザインの適用事例

地方分権化プログラム試行の評価（タイ）
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５. 実験デザイン
（Randomized controlled trial(RCT) )
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実験デザイン（RCT）の適用事例1
出所者への小額財政支援施策（アメリカ）

比較ｸﾞﾙｰﾌﾟ
216人

実施ｸﾞﾙｰﾌﾟ
216人

施策を適用する。
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実験デザイン（RCT）の適用事例1
出所者への小額財政支援施策（アメリカ）
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34(source) http://www.povertyactionlab.org/about-j-pal

J-PAL’s website
アメリカのハーバード大学とMITが運営する貧困アクションラボ（J-PAL）がRCTの適用例
を続々と産出している。現在までの適用例の合計は858件(2004-2015年）でその内訳は、
ファイナンス（金融）（204本）、教育（168本）、政治経済・ガバナンス（146本）、保健
（142本）、労働市場（99本）、農業（66本）、環境・エネルギー（33本）となっている。
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（出所）https://jp.reuters.com/article/us-nobel-prize-economics/trio-wins-economics-nobel-for-science-based-poverty-fight-idUSKBN1WT17L

2019年度ノーベル経済学賞：「グローバルな貧困削減のための実験的アプローチに対して」

https://jp.reuters.com/article/us-nobel-prize-economics/trio-wins-economics-nobel-for-science-based-poverty-fight-idUSKBN1WT17L


4. 効率性評価（費用対効果価）
(Cost-Efficiency Analysis)
-Cost-Effectiveness Analysis
-Cost-Benefit Analysis    (B/C Analysis)



エエエエエ

社会便益

「政策」によってもたらされ

　た社会状況のあらゆる変化 

　を貨幣価値に換算した値

注：それは直接的な変化のほか、 
　　間接的な変化も含む。 

社会費用

「政策」の実施にかかっ 

　たあらゆる費用を貨幣 

　価値に換算した値

注：それは実際にかかった金銭
的支出のほか、環境や健康に及
ぼす間接的かつ長期的な影響を
も含む。また、機会費用も含

む。

純社会便益

インパクト評価で 

特定されたインパ 

クト（効果）

単価×

（数量） （円）

政策の実施にかか 

った実費

政策の期間に、も

し政策を実施しな

ければあげられた
はずの生産（等）

（円）

エ

（円）

(p112)
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総合評価を得るための方法の例（フローチャート）

38（出所）国際協力銀行(2006)『円借款事業評価報告書』



提言の策定
• 「提言」は評価の一部ではありません。
• 「提言」を策定するには、①評価結果、②専門領域の知識、③
提言する組織の政治（組織構造や力関係）を知っている必要が
あります。

• したがって、評価者、専門分野の専門家、組織の内部者の３者
が協力して「提言」を吟味して策定する必要があります。

• 提言には、①政策レベルの提言、②技術レベル（実務レベル）
の提言があります。①は難しく、②は比較的用に策定できます。
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おわりに

“評価は社会の改善活動である。”

40

”Evaluation is social betterment.”
(Michael SCRIVEN）
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