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国際協力ＮＧＯ 

『クリエイティブ評価』 

研修 

2010 年 4 月 5 日、6 日 

 

“ロジカルフレームがなければ評価はできないのだろうか？” 

“ＤＡＣ評価５項目だけが正しいのだろうか？他にないのだろうか？” 

“自前で行う評価は‘お手盛り評価’なのだろうか？” 

“お金も時間もマンパワーもないなかで評価はできるのだろうか？” 

“そもそもなぜ評価をやらねばならないのだろうか？” 

 

・・・・そんな疑問に答えるとともに、新しい評価アプローチ『クリエイティブ

評価1』を身につける研修を企画しました。 

 

本研修は 2008 年 1 月および 2009 年 2 月に実施しましたが、参加され

た方々より好評をいただきましたので、再度、実施いたします。 

＜企画・実施：(財)国際開発センター 社会貢献推進室＞

                                                  
1 『クリエイティブ評価』(Creative Evaluation)はもともとPatton, M.Q.が 1989 年に提案した名称ですが、

本研修では、創造性を働かせることが有効ないくつかの評価手法の組み合わせの総称として使用しま

した。 
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＜研修事業の背景＞ 

ＮＧＯの声 
その１： 

評価の現状
への不満 

「評価は重要だと思うのでやってはいるが、結局、運営改善

のための内部評価になっている」、「評価をしても事業を肯

定する報告書を書くだけになっている」、「ＤＡＣ評価５項目 

以外にいい方法があるのではないだろうか」、「調査と評価は何が違うのだろうか（ひ

ょっとして同じか）」というような評価の現状に関する不満の声がＮＧＯの方々からよく

聞かれます。 

ＮＧＯの声
その２： 

評価は怖い？

また、いざ評価をしようと思って外部に相談したら、

「ロジカルフレームワークを作成していない（だからでき

ない）」、「改善効果を評価したいと相談したら、事前の 

指標値がないからできない」、「評価を考える前に事業の目的を明確にする必要があ

る」というように、評価は‘できない’と言われた、あるいは相談しただけで‘がっかりし

た’という声も聞かれます。 

＜クリエイティブ評価の考え方＞ 

 
・・・・・しかし私たちは、普段から評価を行っています。車を選んだり、時計

を選んだり、食品を選んだりするときに、商品を相互に比較したりそれぞ

れの価値を吟味しているはずです。そして多くの場合、的確な評価結果を

下して意思決定しているはずです。そして、この自然の行為こそが本来の

評価の姿なのです。『クリエイティブ評価』は、こうした本来の評価の考え

方を基本に、データ収集、データ分析、評価的結論の導出に、あなた（評

価者）が持つ‘創造性’（クリエイティビティ） 

を最大限に活用する新しい（しかし実は 

正統的な）評価手法です。 
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こんな評価が欲しかった！ 

『クリエイティブ評価』の特徴 

 

・ 簡便かつ低コストです。 

・ ひとびとが持つ創造性（クリエイティビティ）を活用します。 

・ 事業は‘生き物’だという現実を前提にします。 

（実際の事業は、当初の目標に縛られずに変化し続けるものです。） 

・ その一方で、本当の「評価」が明らかにすべき事柄を明らかにします。 

（本来的価値、相対的価値、文脈的価値を明らかにします。） 

 

本研修事業は、次の２つのコンポーネントから構成されます。 

（１） 『クリエイティブ評価』の研修：理論編（１日目） 

（２） 『クリエイティブ評価』の研修：応用編（２日目） 

2 日間続けて参加されることを推奨致します。参加希望の方は次ペー

ジ以降の説明も読んで事前にお申込ください。 

 

 

（財）国際開発センターは本研修を当センターの社会貢献活動の一環として位置づけていま

す。これまでに（特活）国際協力NGOセンター（JANIC）のご協力を得て、「インパクト評価研修

（第 1 回、第 2 回）」「クリエイティブ評価研修（第 1 回、第 2 回）」などを実施してきました。こう

した活動を通じて国際協力 NGO の方々と知り合い、将来の連携した活動につなげていけれ

ばと考えています。 
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『クリエイティブ評価』の研修 

あなたの具体的な評価事例をお持ちください。悩みを共有し解決策を創造的に検討しましょう。 

 

ＮＧＯが実施する事業に関する評価のニーズが高まっています。一方で、ＮＧＯは

寄付金等で運営されていることもあり、評価にかけることができる人的・資金的な余

裕はあまりないのが現状です。また評価に関する理解や技術が十分ではないことも

多いでしょう。 

こうした状況を踏まえて、評価の本質を維持しつつ、簡便かつ実用的で、ＮＧＯの

実情にマッチした『クリエイティブ評価』の技法に関する研修を行います。 

＊ ＊ ＊ 

『クリエイティブ評価』における評価の基本的な定義と作業工程 

・評価の定義（そしてこれが本来の「評価」の定義でもあります） 

評価とは、ものごとの価値を明らかにすることである2。 

・ 価値………本来的価値（本来の価値）、相対的価値（コストとの比較）、

文脈的価値（大きな方向性の実現に貢献したか） 

・ 視点………本当の評価の視点は、つねに住民／市民の視点。 

・上記のとおり、ものごとの３種類の価値を明らかにするためには、①住民／市民の理想

及び価値観の特定、②データ収集・分析、③強みと機会の特定、④評価的結論の導出

の４段階の作業が必要になりますが、それぞれにおいて評価者の創造性を活用した方

法で行うことを重視します。 

 

 

 
2 英語の定義は、’Evaluation is the determination of merit, worth and/or significance of things’ 

(Scriven, 1991). 評価の定義には広く知られているものがいくつかあります（Rossi P.H.& Freeman, H.; 

Carol W., Scriven, M.）。その中でも、広く共有されている定義が、『評価研究の唯一の哲学者』と呼ばれ

るScriven教授によるこの定義です。 
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◆テーマと講義内容 

本研修は以下のスケジュールで進めます。また、他の参加者との経験共有および知識交

換を重視して進めます。なお、教材は日本語で作成されています。 

 

＜1 日目＞ 

時間 テーマ 参照教材 講師 

10:00-12:00 『クリエイティブ評価』の基本的

考え方 

・ 本来的な評価の考え方 

・ 客観性の考え方 

・ 一般化可能性の考え方 

講 師 が 用 意 。 参 考 と し て 、

Creative Evaluation (Patton, M.)  

The Logic of Evaluation 

(Scriven, M.) 

12:00-13:00 （昼食） 

13:00-14:45 創造的な住民／市民の理想

及び価値観の特定作業 

講師が用意。参考として、

Deliberative Democratic 

Evaluation (House, E.) 

佐々木 

14:45-15:30 創造的データ収集・分析 講師が用意。参考として、

RealWorld Evaluation 

(Bamberger, M.) 

15:30-16:30 評価的結論の導出技法と評価

レポートの書き方 

講師が用意。参考として、 

The Logic of Evaluation 

(Scriven, M.) 

 

＜2 日目＞ 

時間 概要 ﾌｧｼﾘﾃｰﾀ テーマ 

10:00-11:00 前日の復習 前日のエッセンスを振り

返ります。 

11:00-12:00 各参加者の事例への適用作業 ﾜｰｸｼｰﾄを用いて適用し

てみます。 

12:00-13:00 （昼食） 

13:00-14:30 参加者による適用事例の発表（各 30 分ずつ）（以下は例です） 

・ イベント（国際交流事業等）に適用した場合 

・ プロジェクト（学校建設、井戸掘削等）に適用した場合 

・ キャパビル（研修等）に適用した場合 

 

佐々木 

14:30-16:00 参加者による評価の事例、悩み、疑

問カウンセリング 

各人の発表を踏まえて参

加者で知恵を出し合いま

す。 

16:00-16:30 反省会  
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◆ 日 時：  2010 年 4 月 5 日（月）・6 日（火）、両日とも 10:00-16:30 

◆ 参加費： 4,000 円         ＊当日会場の受付にてお支払いください。 

◆ 参加基準： 国際協力 NGO 職員。１年以上のＮＧＯ活動があれば、常勤・非常勤いずれも

可（ボランティア、インターンの方でもプロジェクトに関する現場経験があれば

可。2 日目には、各参加者に現場経験を踏まえた事例評価を行っていただき

ます。） 

◆ 定 員： 20 名（先着順とさせていただきます） 

◆ 申込締切：2010 年 4 月 1 日（木） 

◆ 申込、問合先：（財）国際開発センター 社会貢献推進室(hda@idcj.or.jp) 

 メールのタイトルを「クリエイティブ評価研修申込み」とし、メール本文に「氏

名」「所属先」「役職」「電話番号」「メールアドレス」をご記入下さい。 

〒140-0002、東京都品川区東品川 4－12－6 日立ソフトタワーB 22 階  

Tel：03-6718-5931, Fax: 03-6718-1651、URL: http://www.idcj.or.jp/ 

担当：宇津木絵（utsugi.k@idcj.or.jp）、渡辺道雄（watanabe.m@idcj.or.jp） 

◆ 会 場： 東京国際交流館 プラザ平成 4 階 会議室 3 

 〒135-8630 東京都江東区青海 2-2-1 電話 03－5564－3030

 http://www.tiec.jasso.go.jp/info/map.html

新交通ゆりかもめ 「船の科学館」 東口より徒歩約３分 

りんかい線 「東京テレポート」 B 出口より徒歩約 15 分  

◆講師紹介： 

 

佐々木 亮 （ささき りょう） 

第 1 回および第 2 回クリエイティブ評価研修の講師を務める。また、

FASID で『ODA 評価者のための評価ワークショップ』講師を長年務める

（2001－2006 年）。担当科目は、「ＯＤＡ評価手法概論」「ＯＤＡ評価の歴史

と評価論理」「組織評価と戦略策定」「セクタープログラム評価」ほか。 

現在、（財）国際開発センター主任研究員、立教大学大学院２１世紀社会デザイン研究科

兼任講師（評価の理論と実践）。大阪大学人間科学研究科非常勤講師（評価理論） 

ニューヨーク大学で公共行政学修士を取得。ウェスタンミシガン大学評価研究所で学際的

評価学博士を取得。現在、JICA 技術協力プロジェクトの専門家として、タンザニアの農業セク

ターにおけるモニタリング・評価システム作りを支援している。 

著書に、『政策評価の理論と技法』、『政策評価

トレーニングブック：７つの論争と７つの提言』、『エ

クセルで政策評価：すごくよくわかる実践的統計

マニュアル』、『大学の戦略的マネジメント』（いず

れも多賀出版）ほか。    
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■ご参考１ 

DAC 評価５項目と『クリエイティブ評価』の関係は？ 

JICA などから支援を受けた事業では、DAC 評価５項目に従った評価報告書の提出を求められ

ることがあります。DAC 評価５項目は、1991 年の OECD-DAC 評価上級部会で合意された評価項

目で、欧州ドナーを中心に広く使われています。もともとは、援助国間で統一的な評価の視点の

必要性が認識された時期に、カナダ国際開発庁からの出席者が案を作って提案したものが、当

該部会で合意されたものです。なんら強制力はなく、アメリカ国際開発庁（USAID）などまったく使

っていない援助機関もあります。また、世界銀行は、DAC 評価５項目を改変して、独自の項目立

てにして使用しています。 

なお、合意からすでに 15 年以上前が経過した DAC 評価５項目は、時代の変化に対応してない

として常に批判されています。もっとも大きな批判は、評価の基本的な視点が事業実施者側に立

っており、受益者の立場や視点を無視しているというものです（Goal-biased evaluation と批判され

て呼ばれています）。本研修では、それらの批判に答えた受益者のニーズという視点から行う評

価を学びます。 

ただし、実務上の観点から述べると、適切な配慮をすることを条件に、以下のように容易に変

更することが可能です。 

本来的価値＝＞目標達成度＋インパクト 

相対的価値＝＞効率性 

文脈的価値＝＞自立発展性 

妥当性に関しては、DAC 評価５項目では、上位の国家計画と合致していたか、あるいは援助機

関の援助方針と合致していたかということが議論されますが、本来は受益者のニーズに応えてい

たかということが評価されねばなりません（Scriven, 2007）。 
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■ご参考２ 

 クリエイティブ評価の基本的な考え方は以下のようになります。住民／市民の視点を基本に

３つの価値の評価を行うことが特徴です。 

（ステップ１）住民／市民（受益者）の特定 

（ステップ２）住民／市民（受益者）の視点の特定 

（ステップ３）評価ワークシートを使用した評価の実施 

(i) 本来的価値の評価（改善効果の評価）

＜住民／市民の視点＞ 

―当初のニーズがどの程度満たされたか 

―現在のニーズがどの程度満たされたか 

＜評価の根拠＞ 

―指標の改善度合い 

―生活の満足度の変化 

―意識の変化 等 

 (ii) 相対的価値の評価（投入資源との比較も勘案した評価）

＜住民／市民の視点＞ 

―限られた内部資源（自己資源）が効

率的に利用されたかどうか 

―限られた外部資源が効率的に利用さ

れたかどうか 

 

＜評価の根拠＞ 

（内部資源（自己資源）に関して） 

―以前の実践との比較 

―住民／市民の常識的水準との比較 

（外部資源に関して） 

―過去の類似事業との比較 

―他種類の事業との比較  他 

 (iii) 文脈的価値の評価（大きな社会開発の方向性への貢献度合いに関する評価） 

＜住民／市民の視点＞ 

―自立的に実施していけるようになっ

たか 

―（住民／市民で共有されている）社会

開発の方向性にどれくらい貢献した

か 

＜評価の根拠＞ 

―資金的、人的、組織的な強化の度

合 

―共有されている計画等の実現度合 

―平等性の実現、社会的弱者への配

慮、倫理観の維持の実現度合 

（ステップ４）総合評価の導出 

以下のようなフォームを使って総合的判断を下す。 

定性的な加重合計方法（例） 定量的な加重合計方法（例） 

 部分評価 重み付け   部分評価 重み付け 

(i)  優 最重要  (i)  3 3 

(ii)  良 重要  (ii)  2 2 

(iii) 可 要  (iii) 1 1 

総合結果 良  総合結果 14（良） 

＊ 上記の「優、良、可」「3、2、1」は例示です。 

（ステップ５）提言の策定 
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 クリエイティブ評価は以下の９ステップで進めることが理想的です（現地２～３日間での実施

を想定）。 

 

（作業１）事業内容のレビュー 

・正式名称、コンポーネント、資源（人的・資金的・物的・その他）等 

（作業２）実施過程のレビュー 

・ 計画通りに進捗したか、当初予定通りのアウトプットが実現したか 

・ フレキシブルに対応したか（現地状況の変化によりフレキシブルに対応したの

なら、計画通りでなくてもまったく構わないと考えます。） 

（作業３）現地作業：住民／市民の視点の特定 

・ 住民代表者インタビュー、住民集会等により上記(i)(ii)(iii)に関する視点（当時

のニーズ、現在のニーズ等）を把握します。 

・ そのほか、部分評価及び重み付けに関する意見も把握します。 

（作業４）現地作業：評価ワークシートの作成 

・ 作業３で明らかになった住民／市民の視点を踏まえて評価ワークシートを作

成します。 

（作業５）現地作業：評価の根拠の収集 

・ 住民代表者インタビュー、および住民集会の際の住民アンケート調査により

評価の根拠（データ）を把握します。 

・ そのほか、現場踏査、入手できた資料の分析も補完的に使用し、三角検証を

実施します。 

（作業６）現地作業：本来的・相対的・文脈的評価の実施、総合評価の実施、提言の策定 

・ 評価・提言案を作成して、住民代表者と意見交換して合意します。 

（作業７）報告書の作成 

（作業８）報告会の実施 

・ 住民／市民への報告 

・ 寄付者を含む各方面への報告 

（作業９）意思決定への反映／説明責任を遂行（ホームページへの掲載等） 
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