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⑥Oxfam（GB）

1. 団体概要
設立 1942年
ビジョン 貧困のない世界

人々が平等に評価され扱われ、完全な市民としての権利を享受し、

自分たちの生活に関わる決定に影響を与えることができるように

なること

目的 貧困という不公平さに対して持続的な解決策を打ち出す手助けを

すること

（我々は人々が安全、公平かつ貧困から解放された未来を創る力

を与える世界的規模の変革運動の一部である）

収支（2013年度） 収入：3億 8,910万ポンド（約 722億 6,815万円）
  【内訳】政府・公共機関による補助金： 44％
      寄付金及び相続財産： 25％

寄付された物品の販売： 21％ など
慈善事業に関わる支出：2億 6,890万ポンド（499億 4,321万円）
  【内訳】人道支援： 39％
      開発： 54％
      キャンペーン及びアドボカシー： 7％

報告書の発行状況 2000年以降「年次報告及び会計報告」を毎年発行

2. 活動概要
活動分野 食糧、水、保健と教育、女性の権利、事業と貧困、紛争と災害、

援助と発展、市民の権利、気候変動

活動地域 貧困の根源をなくし、かつ、緊急事態に対応するため、世界各国

（90か国以上）にわたる

3. 評価方法と評価内容
モニタリング、評価、説明責任及び学習（MEAL: Monitoring, Evaluation, 

Accountability and Learning）に関する原則は下記の通りである。
異なるニーズに対応するため異なるプロセスを利用すること

すべての業務にモニタリングと評価を組み入れること

学習したことを意思決定にリンクさせること

適切な情報源を確保すること

主要なステークホルダーを巻き込むこと
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Oxfam は活動の有効性を把握し、根拠に基づく学習を促進するため、国際的パフォー

マンスの枠組（Global Performance Framework）を開発した。下記 6つのテーマ指標に
ついて毎年各プロジェクトからデータを収集し、プロジェクトごとに評価を実施している。

① 人道支援： 適切な人道支援を受けた人数

② 適応及びリスク削減： 気候変動について、現在及び将来可能性のある危険、リス

クの削減、及び適応ならびに不確実性について理解するための支援を受けた人数

③ 生計向上への援助： 製品向上や市場へのアクセス向上を通じて収入増加の支援を

直接的に受けた人数

④ 女性のエンパワーメント： 女性が自身の優先事や関心事に影響を与える要素をよ

りコントロール可能となるよう努力した人数

⑤ 市民の声： 能力構築支援により恩恵を受ける義務履行者のみならず、国家機関や

他の当事者に関与する支援を受けた市民、地域社会組織のメンバー及び市民社会組

織のスタッフの数

⑥ キャンペーン及びアドボカシー： 直接実施された、または支援されたキャンペー

ン及びアドボカシーの取り組みの数

全般的な活動評価については、上記 6つのテーマに即したプロジェクトを無作為に抽出
し、その有効性を検証した結果を「プロジェクト有効性に関するレビュー」として毎年公

表している。本レビューでは、昨年度評価との比較とともに、検証の結果として得られた

主要な成果や教訓をまとめている。

例えば 2012/13年度は 300プロジェクトから 23プロジェクトを無作為に抽出し、テー
マごとに評価を実施した。うち「①人道支援」に関する 5プロジェクト、及び「②適応及
びリスクの削減」に関する 4プロジェクトについての評価結果は、次ページのとおりであ
る。評価手法について、「①人道支援」プロジェクトは「４．評価事例」において詳述す

る優良指標の充足度により評価しており、「②適応およびリスクの削減」プロジェクトは

プロジェクトにより影響を受けた個人／世帯と影響を受けていない個人／世帯を統計学

的に比較して、影響を受けた個人／世帯にもたらした変化の程度を分析している。
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①人道支援 

5 つのプロジェクトのうち、3 つ（イエメン、チャド、シエラリオーネ）について
優良指標を満たしていた。当該支援によって、1,239,420人（うち女性 54％、男性 46％）
が Oxfam による質の優れた支援を受けた。その他 2 つのプロジェクトについては優
良指標を満たさなかったが、必要とされている人道支援を 144,579人に対して提供し
た。強みとなる項目は信頼性、ジェンダー、安全なプログラム設計及びアドボカシー

であり、今後改善が必要な項目はスケジュール、準備状況、及びパートナーシップで

ある。

②適応及びリスク削減 

2012年度に評価した 4プロジェクトについては、2011年度の評価結果よりも肯定
的な結果となった。プロジェクト対象地域における世帯は、比較対象地域に比べてさ

らなる回復力（レジリエンス）を備えた世帯数の割合が高い結果となった。ただし、

いくつかのケースにおいてはその差は小さかった。2012年度の結果が 2011年度より
も肯定的だったのは、測定手法の変更による可能性もある。しかしながら、ネパール

における気候変動適応プロジェクトでは、プロジェクトにより支援を受けた世帯が、

作物の多様化、かんがいへのアクセス、土壌肥沃度、干ばつ準備イニシアティブへの

気づきと参画、及び社会資本の手段等、多くの指標についてより肯定的な結論を出し

ており、特に成功を収めた結果となった。また 2つのプロジェクトでは、干ばつ時に
おける家畜の減少がなかったことや、物質的幸福度が適度に改善されたことを含め、

肯定的な結果となった証拠もあった。残り 1つのプロジェクトについては、アウトプ
ットに密接に関連する大きな変化はあったものの、生計手段の多様化や洪水準備の実

践など、より高次のアウトカムに変化をもたらしたという証拠は見うけられなかった。
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4. 評価事例（人道支援の分野における 2012年度評価）
Oxfamは 2011年に、人道支援の分野におけるプログラムの質を評価する「国際人道指標ツール（Global Humanitarian Indicator Tool ; 

GHIT）」を開発した。下表は、2012 年度に評価を実施した、マリ、南スーダン、シエラリオーネ、チャド、及びイエメンにおけるプログ
ラムの評価結果（評点）を表す。総合評価として 60％以上を優良なプログラムとして評価している。なお、「最頻値」についてはどの項目
が強みまたは弱点となっているか判断するための参考値として利用している。

基準 マリ イエメン 南スーダン チャド 
シエラリオ

ーネ 
最頻値 

1 （緊急災害発生時）24時間以内に決断を下すことが可能なほど迅

速な査定・評価を行い、かつ初期行動が 3日以内であった。 

（緊急以外の災害発生時）事前に定めていたトリガーから 24時間

以内に事実を査定し、計画が実行され、その拡大と始動が 3 日以

内であった。 

2/6 2/6 2/6 4/6 4/6 2/6 

2 （緊急災害発生時）計画値として、影響を受けた人の 10％がプロ

グラムの対象となっている。最終的な数値もその理由とともに明

示する。 

（緊急以外の災害発生時）計画値として、影響を受けた人の 25％

がプログラムの対象となっている（対応は災害の規模も反映させ

る）。最終的な数値もその理由とともに明示する。 

2/6 6/6 2/6 6/6 6/6 6/6 

3 分野基準に沿って評価されたプログラムの技術的側面 2/6 4/6 4/6 2/6 6/6 多様

4 モニタリング、評価、説明責任及び学習（MEAL）の戦略及び計画

が適切な指標を使って整理され、実行されている。 

1/3 2/3 3/3 1/3 2/3 多様

5 影響を受けた人からのフィードバック及び不満の声の収集システ

ムが整理されかつ機能している。背景とニーズに関連したプログ

2/3 2/3 2/3 1/3 3/3 2/3 



76 

基準 マリ イエメン 南スーダン チャド 
シエラリオ

ーネ 
最頻値 

ラムに通じる情報共有、コンサルテーション、及び参画の証拠が

記録されている 

6 パートナーとの関係を明確に定義し、かつ能力を評価しており、

プログラムサイクルのすべての段階においてパートナーが関わっ

ている。 

3/3 1/3 n/a 1/3 n/a 1/3 

7 プログラムが安全であること（危害を避ける行動となること、紛

争に敏感であること）。 

n/a 2/3 2/3 3/3 n/a 2/3 

8 プログラム（アドボカシーを含む）が性の平等、及び女性・少女・

男性・少年の特定の関心事やニーズを解決するものであること。 

2/3 2/3 2/3 2/3 1/3 2/3 

9 戦時への備えの手段が実施されており効果的に機能している証拠 1/3 1/3 1/3 2/3 2/3 1/3 

10 プログラムにアドボカシー及びキャンペーン戦略があり、現場の

根拠に基づいてプログラム計画にアドボカシーが組み込まれてい

る。 

3/3 2/3 1/3 3/3 3/3 3/3 

11 長期的な開発プログラムがあり、将来に向けた回復力を構築しつ

つも、国のプログラムにリスク削減と管理を含む統合アプローチ

がある 

1/3 3/3 1/3 2/3 3/3 多様

12 プログラムの質を確保するためのスタッフの能力が適切であるこ

との根拠 

0/3 2/3 1/3 2/3 3/3 2/3 

総合評価 
19/42 
45% 

29/45 
64% 

21/42 
50% 

27/45 
60% 

33/39 
85% 

61% 

※6/6・3/3…基準を満たした、4/6・2/3…基準をほぼ満たした、2/6・1/3…基準を部分的に満たした、0/6・0/3…基準を満たさなかった

出典：Oxfam GB’s Performance in 2012 in Relation to the Global Humanitarian Indicator, Synthesis Report, 2013
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また、下表は各プログラムにおける受益者の人数を表す。「優良指標を満たすプログラム

における合計」は、上記評価により 60％以上で優良と評価されたイエメン、チャド、及び
シエラリオーネにおける数値の合計及び男女別についてはその平均値が記載されている。

受益者の数 

（人） 
マリ 

イエメ

ン 

南スー

ダン 
チャド 

シエラ

リオー

ネ 

合計 

優良指標

を満たす

プログラ

ムにおけ

る合計 

GHIT 評価を利用

して算出した値 
96,358 481,248 48,221 250,223 507,949 1,383,999 1,239,420 

男女別 
男: 49% 

女: 51% 

男: 42% 

女: 58% 

男: 48% 

女: 52% 

男: 45% 

女: 55% 

男: 49% 

女: 51% 

男: 47% 
女: 53% 

男: 46% 

女: 54% 

出典：Oxfam GB’s Performance in 2012 in Relation to the Global Humanitarian 
Indicator, Synthesis Report, 2013 

【参考文献】

Oxfamウェブサイト、「手法及びアプローチ」に関するページ
http://www.oxfam.org.uk/
Oxfam GB’s Performance in 2012 in Relation to the Global Humanitarian 
Indicator, Synthesis Report, 2013 
Project Effectiveness Review  

（以上、発行物についてはすべて Oxfamが発行）
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⑦アメリカ国際開発庁（USAID）

1. 団体の概要
設立 1961年
目的 安全と繁栄を向上させるとともに、極度の貧困をなくし、回復

力がありかつ民主主義的な社会を促進すること

活動概要 米国政府の主要な海外援助を担い、活動対象分野におけるプロ

ジェクトに対して援助を行っている

対象分野 経済繁栄の共有促進、民主主義と良きガバナンスの強化、人権

保障、地球規模の保健の改善、食の安全と農業の発展、環境持

続可能性の改善、教育促進、紛争予防と紛争からの復興支援、

自然及び人的災害における人道支援

対象地域 アフガニスタン、パキスタン、アフリカ諸国、アジア諸国、南

アメリカ諸国などを含む 100か国以上の発展途上国
（米国の国家政策に鑑みて、長期のプロジェクト支援を通じて

米国及び米国市民の利益になることを考慮に入れる）

支援実績（2013年度） 約 171億 7,780万米ドル（約 2兆 168億円）

2. USAIDにおける評価
（１） 評価の定義・目的

USAID は、「評価」を「現在及び将来のプログラム設計に関する決定に情報提供すると
ともに、有効性を改善するため、判断の基礎として、プログラム及びプロジェクトの特徴

と成果に関する情報を体系的に収集及び分析すること」であると定義し、その目的は、ス

テークホルダーへの信頼性確保と有効性の改善のためとしている。

（２） 評価の方針

USAIDは、2011年に発行した「評価の方針」において下記の通り定めている。
プロジェクトの設計段階に組み込まれていること

公平な測定及び報告を行うこと

プロジェクトのパフォーマンスに関連性があること

最善の手法に基づいていること

地域における能力強化を目指すものであること

透明性があること
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3. 評価報告書の基準
評価報告書の必要条件として下記を挙げており、全体の分量としては添付書類を除いて

30ページ以内に収めることとしている。

全体

示唆に富み、整理された構成で、「何に取り組み、何に取り組

まなかったか」その理由とともに客観的に評価するものでなけ

ればならならない

要旨
評価の目的、プロジェクトの基本情報、評価設問、手法、成果

及び結論について、3、4ページ程度で簡潔にまとめる

評価設問 評価を通じて明らかにしたい設問を設定する

手法

評価手法を詳細に説明する

評価の限界、特に手法に関連する制約を明確にする（例：選定

におけるバイアス、思い出すことによるバイアス等）

※手法の概要を報告書本文に記述し、添付書類において詳述する

成果

逸話、伝聞、または個人的な意見ではなく、強固な質的・量的

証拠により立証される事実の分析、証拠及びデータを成果とし

て明記する（男性・女性への効果及び影響に関する評価成果に

ついても記述）

提言

提言について、特定の成果を記載して裏付ける

行動指向的、実践的、明確、かつ当該行動の責任者となる者を

定めるような提言を記述する

添付書類

添付書類として下記を最低限含める

業務記述書

評価手法に関する詳細な記述

評価の際使用したツール（例：調査票、チェックリスト、

議論の指針等）

情報源のリスト

※可能であれば、寄付者、実施者、評価チームの間で解決できな

かった意見の相違があった場合、相違意見（Statement of 
Differences）として書類を添付する

報告書の質の確保 本報告書の質の確保のため、内部専門家による査読を行う
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透明性

報告書完成後 3 か月以内に開発経験情報センター（DEC: 
Development Experience Clearinghouse）に提出する
全てを積極的に開示することへのコミットメントを通じて評

価報告書における成果を可能な限り広く共有する

利用
評価報告書における成果を戦略決定、プログラムの優先順位の

決定及びプロジェクト設計の際の意思決定に統合させる

【参考資料】

USAIDウェブサイト 評価に関するページ
http://www.usaid.gov/
Evaluation Policy, 2011 
How-To Note (Preparing Evaluation Reports), 2012 
（以上、発行物については USAIDが発行）
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⑧The Charity Navigator

1. 団体の概要
設立年 2001年
本拠地 米国

目標 賢明な寄付を手助けすること。

それにより、より効率的かつ責任ある慈善活動市場を発展させること。

理事 17名
職員 14名
資金 【参考値】2013年度総収入 162万 713米ドル（約 1.9億円）

2. 活動の概要
本団体の主な活動は、慈善団体の評価を行うことである。

3. 評価実施対象の選定方法
 適切な評価を実施するため、評価対象団体を下記のガイドラインに従って選定している。

① 課税上の地位

財務健全性を評価するため、内国歳入法の第 501 条(c)(3)に該当する非課税団体で
あり、かつ「Form990」と呼ばれる年次報告書を提出していること。
＜参考＞これによる評価対象外となる団体は、宗教団体（Form990 の提出免除）、
民間財団（Form990-PFを提出）など

② 財源

個人の寄付を募る団体を評価するため、直近の会計年度において、寄付額が 50 万
米ドル（約 5,900万円）を上回り、かつ総収入が 100万米ドル（1億 1,800万円）
を上回る団体であること。

＜参考＞これによる評価対象外となる団体は、主に政府からの補助金を財源とする

団体や、提供するプログラムで手数料を課すことで財源を確保する団体など。

③ 運営期間

適切な財務健全性の評価を行うため、Form990 を 7 年以上継続して提出している
団体であること。

④ 本拠地

米国に本拠地を置き、かつ内国歳入庁（IRS: Internal Revenue Service）に登録し
ている団体であること。

⑤ プログラムの種類

プログラムの種類については特に問わない。
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⑥ 支出実務

一般市民からの寄付を積極的に募る団体を評価するため、団体から報告される募金

費が 0ドルではないこと。

4. 評価方法
 前述３．において選定した評価対象団体について実際に評価を行う際は、後述する

「CN2.0」と呼ばれる評価手法により、下記（1）財務健全性及び（2）説明責任及び透明
性を評価している。

（１） 財務健全性

財務健全性については下記 7つの指標を点数化し、最終的には 4つ星評価を実施してい
る。

財務効率性指標 事業費率（Program Expenses）
管理費率（Administrative Expenses）
資金調達比率（Fundraising Expenses）
資金調達効率性（Fundraising Efficiency）

財務能力指標 主要収益伸び率（Primary Revenue Growth）
事業費伸び率（Primary Expenses Growth）
運転資本比率（Working Capital Ratio）

（２） 説明責任及び透明性

説明責任及び透明性については、Form990 と団体のウェブサイトの 2 つを情報源とし
て、下記項目を点数化し、最終的には 4つ星評価を実施している。

Form990 外部理事の比率

資産の転用がないか

外部による会計監査を受けているか

関連当事者への貸付・借入がないか

理事会の議事録があるか

Form990について理事会による事前承認
利益相反取引の方針

内部通報制度

文書保存・破棄規定

経営責任者の報酬の開示

経営責任者報酬規程
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理事報酬名簿

団体のウェブサ

イト

理事名簿

主要スタッフ名簿

会計監査済の財務諸表

Form990 
個人情報保護方針

5. 成果報告
本団体は、そもそも寄付者が慈善団体等に寄付を行う際に考慮に入れるべき要素を、「財

務健全性」、「説明責任及び透明性」、及び「成果報告」の 3 つであるとしていたが、評価
については一つずつ取り入れてきた。つまり、設立当初、評価軸は「財務健全性」のみで

あったが、2011 年には「説明責任及び透明性」を取り入れ、現在の「CN2.0」と呼ばれ
る評価手法となった。今後は「成果報告」を取り入れ、「CN3.0」とすることを目指して
いる。ミッションに結びつく成果を上げることは、慈善団体等が存在する意義であること

から、「成果報告」が 3つの要素の中で最も重要なものと位置付けている。しかし、「成果
報告」を評価することは、団体の活動の多様性、また一般にも慈善団体による成果報告に

ついて標準化された報告様式もないことから非常に難しい。評価の観点として、下記を挙

げているが、現在は検討段階である。

① ミッション、申請内容、及び資金の調整

寄付申請内容が、各プログラムへの資金の配分と合致しているか

② 成果報告のロジック及び方法

組織の説明のロジックは筋が通っているか

当初定義したアウトプット・アウトカムを実現するために必要な行動について

言及があるか

ロジックが論理的な証拠に基づいているか

特定の手法（指標）が使われているか、または今後使う予定か

③ 他組織からの評価

他の組織が評価対象団体に関する調査や評価がある場合、その内容（参加して

いる組織についての言及、または団体ウェブサイト上でその旨を公表している

ことを提示）

④ 主要な関係者からの声

主要な寄付者からのフィードバックのデータを公表しているか

当該データが主要な寄付者を代表している旨を明示しているか
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当該データが率直かつ誠実なフィードバックであるものと信じるための説明

があるか（無記名式など）

当該データが少なくとも 1年以上前のデータと比較可能か
当該データが本団体の有効性について言及するものか

主要な寄付者から得られたフィードバックを再度彼らに報告しているか

⑤ 評価報告書の公表

少なくとも 5年ごとに実施プログラムに関する成果報告書を公表しているか
公表している報告書が広く知られる技術に基づくものか

成果報告書の中での気づきをもとに変更した点があれば、説明しているか

検討は 2013年に開始され、現在は上記 5つの要素の適用可能性を検証している段階で
ある。2016 年までには、当年に評価を予定している 1 万団体に対して検証を完了し、そ
の後、実際に公表する 4つ星評価結果に反映させる予定である。なお、これまでの検討の
中で、上記①（ミッション、申請内容、資金の調整）については「成果報告」の側面より

も前述（2）「説明責任及び透明性」の側面の評価指標として適切であるとの考えにより、
近年中には後者に組み入れられる可能性がある。

（３） 総合評価

 総合評価は、（1）財務健全性及び（2）説明責任・透明性における評点の単なる合計では
なく、下記数式に基づいて算出される。つまり、各側面における評点の最高点（100点）と
の差に基づいて算出され、算出された総合点は、（1）（2）の側面における評価と同様、4
つ星評価に当てはめられる。各側面における評点と総合評価における 4 つ星評価の関係を
表したものが図 1である。
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図 1 各側面における評点と総合評価の関係 

【参考資料】

The Charity Navigator ウェブサイト、「手法（Methodology）」に関するページ
http://www.charitynavigator.org/

財
務
健
全
性
評
点

説明責任及び透明性評点 
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⑨INTRAC（International NGO Training and Researching Centre）

1. 団体概要
設立 1991年
目的 キャパシティ・ビルディング及び研修、調査及び知見の共有、組

織開発及びコンサルティングを通じて、世界中の、特に南半球の

市民社会組織（CSO；Civil Society Organisation）16を強化する。

活動の規模

※2013年 4月 1日
～

2014年 3月

職員数 24名
協力コンサルタントもしくは企業：66社／協力組織：64団体
実施プロジェクト：85事業
活動国：55か国

収支（2014年度） 収入：約 204万ポンド（約 3億 8,000万円）17

  【内訳】投資： 約 3万 6,000ポンド
      慈善活動による収入：約 200万ポンド  ほか
支出：約 204万ポンド（約 3億 8,000万円）
  【内訳】調査：約 28万 5,000ポンド
      研修：約 59万ポンド
      コンサルティング：約 115万ポンド
      運営費：約 8,200ポンド  ほか

報告書の発行状況 「年次報告及び会計報告」を毎年発行

2. 活動概要

活動テーマ

①市民社会の変革

組織の形、国家及び民間セクターとの関係、開発における新しい

活動組織等の変革

②モニタリング及び評価

モニタリング及び評価システムのデザイン及び評価、新しい手法

のトレンドを含む。

③市民社会に関する調査及び研究

活動調査、実践者の調査スキル、知見の創出とコラボレーション

④援助及び開発トレンド

政策、実践、資金援助、テーマ、ガバナンスの変革

活動地域 世界 55か国、特に南半球

16 地域の小さな草の根のグループから、国際的な事前団体、また、社会的企業まであらゆ

る団体を指す。
17 資料作成時点 1ポンド＝186円で計算。
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3. キャパシティ・ビルディングのモニタリングと評価
（１）キャパシティ・ビルディングの目的

 一般的なキャパシティ・ビルディングは、組織がより重要な機能を果たし、ミッションを

達成するために、自分たちのキャパシティ・ビルディングを行うことを助けるものである。

このようなキャパシティ・ビルディングにより、組織のカルチャーや価値、ビジョンに対す

る深い省察を行うことができる。キャパシティ・ビルディングの究極の目標は、組織全体の

パフォーマンス、及び変化する状況に合わせて組織自体が適用できる能力を向上させること

であるが、キャパシティ・ビルディングにはいくつかの段階がある。

 実際にキャパシティ・ビルディングを行う際には、適切な目的及び手法を選ぶことが重要

である。

＜NGOのキャパシティ・ビルディング＞
手段としての

キャパシティ・ビルディング

プロセスとしての

キャパシティ・ビルディング

目的としての

キャパシティ・ビルディング

特定の活動を実践するた

めに、組織を強化する

NGOのミッション、構造及
び活動の間の統一性を強化

するための、省察、リーダ

ーシップ、創造、適応、追

求のプロセス

存続し、組織によって定義さ

れたミッションを充たすた

めの、NGOの強化

（２）モニタリング及び評価ツール：組織評価ツール（Organizational Assessment）
 キャパシティ・ビルディングの評価を行う以前に、組織評価の手法を用いることができる。

組織評価は、シンプルで、非公式なものだが、キャパシティ・ビルディングやキャパシティ・

ビルディングのモニタリング及び評価に使われることもある。活用方法には 3 つの方法が
ある。

① ファンドもしくは支援のパートナー及び受益者として活動する組織の能力を評価

する場合には、このツールは、監査機能を果たす。

② 一般的な組織評価（SWOT分析18）が可能である。

③ 様々な期間に評価を繰り返すことによって、組織能力の変化が明らかになる。

 実際には、組織評価でもいくつかの種類があるが、共通した実施手順は以下の通り。

18 組織やプロジェクトの外部環境や内部環境を Strengths（強み）、Weaknesses（弱み）、
Opportunities（機会）、Threats（脅威）の 4つのカテゴリーで分析し、目的を達成するための
戦略を策定する手法。
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 具体的な組織評価のツールとして、マッキンゼー＆カンパニー社の作成した組織能力評価

ツールや、パートナー組織による進捗状況を評価するために Oxfamベルギーが開発したツ
ールなどが紹介されている。

4. モニタリング及び評価の効果を最大限にするためのポイント（抜粋）
 キャパシティ・ビルディングのモニタリング及び評価の効果を最大限にするには、下記の

ようなポイントがある。

キャパシティ・ビルディングの目的を明確にする（中長期の目的によってキャパシ

ティ・ビルディングを実施する理由が異なる）。

モニタリング及び評価の目的を明確にする（ドナーや支援者のための説明責任と学

習と改善のためのデザインは同じではない）。

モニタリング及び評価の方向性を決める（個人、組織、社会など、どのレベルの変

化を評価したいのか）。

どの範囲までの変化を評価したいのか決める（評価可能な変化と描くだけの変化を

区別することが大事である）。

ドナーを巻き込む場合は、事前に主な問題について承諾を取る（評価の範囲やその

レベルについて、また必要な量的・質的情報について承諾を得る）。

STEP1：「能力」を扱いやすい細かな分野に落とし込む
能力は内部管理、協働管理、主な機能の実施する能力、人材等様々

なパーツに分けられる。指標を含め、能力の様々な側面を明らかに

する。

STEP2：ランキングもしくは評価システムの構築
様々な分野もしくは指標に対する組織の能力を特定するために、簡

単な評価システムを構築する。1～10で能力の段階を表していくよう
な方法でよい。

STEP3：能力をランキングもしくは評価するためのプロセスの開発
やり方はいろいろあるが、挙手や投票で評価をしていくこともでき

るし、外部者やステークホルダーに加わってもらう方法もある。

STEP4：結果を分析し、行動を起こす
組織評価ツールの価値は自分たちで議論や分析ができる点にあり、

内部の能力についてじっくり分析及び省察ができるよう考慮されて

いる点である。また、弱みに対処し、強みを築くための行動計画の

開発も含むことができる。
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5. マッキンゼー＆カンパニー社 組織能力評価ツール（Capacity Assessment Grid）
 キャパシティ・ビルディングの指標を作成するに当たり、マッキンゼー＆カンパニー社は、

まず、フレームワークを開発し、非営利団体の能力に関する共通のビジョンを提示した。

フレームワークでは、非営利団体の能力の以下の 7つの本質的要素を 3つのレベルに分け、
ピラミッド型で表している。

（１）7つの要素
願望：目的と方向性を総合的に表した、組織のミッション、ビジョン、包括的な目標

戦略：組織の包括的な目標の達成のために一貫した行動とプログラム

組織スキル：パフォーマンス測定、計画立案、リソース管理、外部との関係構築などを

含めた組織の能力の総体

人的資源：組織の理事、マネジメント部署、職員、ボランティアの総体的な能力、経験、

可能性、参加

体制とインフラ：組織の計画立案、意思決定、知識管理、運営体制、及び組織を支える

物理的・技術的資源

組織構造：組織の法的及びマネジメント体系を形成する、ガバナンス、組織デザイン、

機能間調整（Interfunctional Coordination）、個人の職務
文化：共通の価値観、実践、行動規範、及びパフォーマンスに向けた組織の方向性など、

組織を結びつけるもの

＜キャパシティ・ビルディングのフレームワーク＞

出典：Venture Philanthropy Partners, Effective Capacity Building in Nonprofit Organizations 



90 

（２）評価の項目

 実際の評価においては、上のキャパシティ・ビルディングの 7つの要素のそれぞ
れについて、下記の項目を 4段階で評価していくとしている。

【評価の 4段階】
1.明らかにキャパシティの向上が必要
2.基礎レベルのキャパシティ
3.中程度レベルのキャパシティ
4. 高いキャパシティ

【評価項目】

1.願望 2．戦略 

ミッション

ビジョン―明確さ

ビジョン―大胆さ

包括的目標

包括的戦略

目標／パフォーマンスのターゲット

プログラム妥当性、統一性

プログラムの発展、繰り返し

新プログラムの開発

資金調達モデル

3．組織スキル 4．人的資源 

パフォーマンス管理

パフォーマンス測定

パフォーマンス分析とプログラ

ム調整

計画立案

情勢のモニタリング

戦略的計画

財政的計画／予算編成

運営計画

人的資源の計画

資金調達と収入確保

資金調達

収入確保

外部との関係構築とマネジメント

パートナーシップと提携創出、育

成

地域コミュニティの存在と巻き

込み

その他の組織的スキル

パブリックリレーションとマー

ケティング

政策決定への影響

法的及び負債問題の管理

組織プロセスの利用と開発

スタッフ配置の階層

理事―構成と参加

理事―関与と支援

CEO―エグゼクティブディレクター
／シニア・マネジメントチーム

情熱とビジョン

影響の方向

人及び組織へのリーダーシップ

／効果

個人への、及び個人間での効果

分析・戦略的思考

財政的判断

マネジメント・チームとスタッフ

CEO／エグゼクティブディレク
ターへの依存

シニア・マネジメントチーム（前段に

含まれていなければ）

職員

ボランティア
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5．体制とインフラ 6.組織構造 

・ 体制

計画立案体制

意思決定のフレームワーク

財政的な運営管理

人的資源管理―求人、育成、保持

人的資源管理―インセンティブ

知識管理

・ インフラ

物理的インフラ―ビルと事務所

スペース

技術的インフラ―電話／FAX 
技術的インフラ―パソコン、アプ

リケーション、ネット回線、

Email 
技術的インフラ―ウェブサイト

技術的インフラ―データベース

と管理報告システム

・ 理事会ガバナンス

・ 組織デザイン

・ 機能間調整

・ 個人の職務デザイン

7．文化 

・ 共有価値としてのパフォーマンス

・ その他共有する信念及び価値

・ 共有する基準と実践

出典：Venture Philanthropy Partners, Effective Capacity Building in Nonprofit Organizations 

【参考文献】

INTRACWEBサイト：http://www.intrac.org/ 
Annual-Report 2013-14 
Monitoring and Evaluating Capacity Building is it really that difficult（Praxis 
Paper 23）
（以上、INTRACが発行）
Venture Philanthropy Partners, Effective Capacity Building in Nonprofit 
Organizations  
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⑩EU-GECES（Groupe d’experts de la Commision sur l’entrepreneuriat social）

1. 団体の概要
EU-GECESとは、EUの「単一市場法」（Single Act Ⅱ）に則り、単一市場政策を推進
するために 2012年 10月に設立された、社会的企業について調査・検討する専門家チーム。

2. 調査の目的・概要
 「単一市場法」には、「欧州委員会は社会的企業によって創出される社会・経済的利益を

評価する手法を開発する。コミュニティにおける社会的企業のインパクトを正確かつ体系的

に評価する手法の開発は・・・・社会的企業へ投資されたお金が、大きな節約と収入をもた

らしていることを立証する上でも重要である。」と記されている。

 そこで、専門家チームは、

欧州社会的企業ファンド（European Social Entrepreneurship Funds；EuSEFs）
が必要とする、特定の社会的企業への投資を決定する際のさらなる基準、

また、

2020 年までに総計 8,600 万ユーロを支援する雇用・社会改革プログラム
（Programme for Employment and Social Innovation；EaSI）が支援する企業に
求める測定可能な社会的インパクトの報告基準

の 2つの観点から、活動の社会的インパクトを評価する基準の開発を行った。
 専門家チームには、学者、投資家、委員会／公的基金、評価団体などから代表者が参加し、

既存の様々な手法を検討し、その中から共通するポイント等を抽出した。

3. 社会的インパクトの測定基準
 社会的インパクトを測定する基準に必要な要素を以下にまとめる。

（１）共通のプロセス

すべての社会的インパクト評価は、次のような共通のプロセスを経て、行われるべ

きである。

① 目的を特定する 

手法を求めるさまざまな団体、及び評価されるサービスの目的を特定する。

② ステークホルダーを特定する 

誰が何をどのように得るか、もしくは与えるか？

③ 関連する評価方法を定める 

theory of change19の分析、また特定されたアウトカムから関連する評価方法

19 Theory of changeとは、複雑な社会的課題に対するソリューションを開発するための手法
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を定め、達成されたものを公平かつ有用に反映させた評価基準を開発し、ステ

ークホルダーのニーズに合わせて、どのようにシンプルかつ明確に提示するべ

きかを決定する。

④ 測定、実証、評価 

ターゲットとしたアウトカムが実践の中で実際に達成されているかどうか、ア

ウトカムが、ステークホルダーが目的とした通りになっているか、ステークホ

ルダーにとって価値があるかどうかを測定、実証、評価する。

⑤ 報告、学習、発展 

提供されたサービス及びその有用性の評価を明らかにし、これらの結果は、組

織内外に定期的かつ有意義な形で報告する。

（２）フレームワーク

 フレームワーク（期待されるアウトカム及び副次的なアウトカムのマトリックスでそれぞ

れが指標を持つ）の開発も推奨される。既存のフレームワークは目的とするアウトカムのほ

とんどの分野をカバーしている。必須ではないが、以下の場合は、フレームワークの活用が

望ましい。

ステークホルダーの評価に対するニーズに合致する場合、社会的企業及びファ

ンド・マネージャーは活用するべきである。

活用しない場合は、

主要なステークホルダーの同意を得る

アウトカム及びインパクトの報告において、フレームワークに定めていな

いアウトカムと指標が適切な理由について説明を行う。

をいう。長期的な目的に到達するまでに必要な、短期及び中期的な変化を包括的に描くこと

で、プログラムの計画や評価を効果的に検証することができる。
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アウトカム・マトリックスのフレームワーク例： 

出典：Follow-up to the Report produced by GECES Sub-group on Social Impact 
Measurement 

（３）指標

指標の選定は義務ではないが、策定したフレームワークに応じて選ぶことが好ましい。

本基準における要件は以下のとおりである。

関係する投資、指標に起因するアウトカム、指標の影響を受けるステークホル

ダーが適切であることを明らかにするために、社会的企業が選定している。

社会的企業及びファンド・マネージャーの合意がなされている。

ステークホルダーに対し、効果的かつ定期的に報告され、意思疎通が図られて

いる。

（４）その他

均衡性（Proportionality）
良い評価には、ステークホルダーのニーズと、評価にかかる資源を無駄にしないと

いう責任のバランスが重要である。

検証

報告書では以下の３つのレベルにおいて、信頼性を評価する。

財務諸表等を裏付ける証拠の入手（常時）

独立したレビュー及びコメント

監査による公式意見



95 

4. G7 におけるインパクト評価に関する作業チームとの関係性

G7 チームが重点としているのは以下の点である。

セクターに対する資本の有効性を促進させる

様々な投資家に対して様々な報告をする必要性を低減する

インパクトをめぐる対話及びコミュニケーションを向上させる

EU 及び GECES の役割：

社会的企業が主導する基準の維持

均衡性（Proportionality）の組み込み

投資家のみの観点よりも広い視野を持つ：自己投資した社会的企業は、外部の

資本を利用する企業と報告手法－ポートフォリオ及び分配の両方において、投

資家に適したインパクト評価（社会的企業レベル）－を共有するべきである

EU の多様な経験との関連性を維持する

【参考資料】

EU-GECESWEB サイト：

http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/expert-group/index_en.ht
m 
GECES Sub-group on Impact Measurement「Proposed Approaches to Social 
Impact Measurement in European Commission legislation and in practice 
relating to: EuSEFs and the EaSI」June, 2014 
Lisa Hehenberger, Jim Clifford OBE「Follow-up to the Report produced by 
GECES Sub-group on Social Impact Measurement」June, 2014 
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⑪Natuurmonumenten（The Dutch Nature Conservation Society）

1. 団体概要

設立 1905 年

ビジョン Natuurmonumenten は生態系インフラストラクチャー20を開発する

ために、他の自然保護団体と提携することが重要であることを認識し

ている。連携によってつながった自然地域から構成される、国立生態

学的ネットワーク（National Ecological Network）21を構築し、動植

物保全のための土地を拡大する

ミッション すべての年齢や背景を持つ人々に手を差し伸べること。自然の愛と魅

力を共有すること。そのために自然地域、価値の高い景観と文化財を

保護すること。土地の購入、自然保護区の管理及び自然地域をすべて

の人が利用できるようにすることで次世代のために自然を保護するこ

と。

目的（ゴール） 自然、景観と文化財の保護によって、オランダでの生活の質を向上さ

せること。

支部・職員数 本部：オランダ・アムステルダム  支部：国内 12 州

職員数：730 名（約 590FTE（フルタイム職員相当））、有給役員 3 名、

無給役員 9 名

ボランティア 10,899 名、募金箱の設置協力者 7,263 名

部門：不動産・プロジェクト部、法務部、財務部、人事部、ICT 部、

プロジェクトマネジメント部、広報部、計画・管理部、総務・技術部、

自然・景観部

予算（2013 年

度）

収入：約 1 億 2430 万ユーロ（約 18 億円）

【内訳】政府（オランダ政府と EU）の補助金：5,070 万ユーロ

    寄付金：3,070 万ユーロ（約 4 億 5,000 万円）

実施プロジェクト数：約 900 件

活動分野 大規模の自然保護区から小規模自然地域まで、水域と土地を合わせて

105,022ha（355 自然地域）を管理（2013 年）。建物は 3,200 軒管理。

報告書の発行

状況

年次報告（毎年発行）、プロジェクトレポートなど

20 生態系及びそのネットワークを活かしたインフラストラクチャー。
21 個々の生態系が他の生態系と物理的なつながりのない孤立した状態にある自然は脆弱で

ある、との考え方に立ち、オランダ政府は広大な生態系のつながりのある自然地域の創造を

目指して、1990 年から国立生態系ネットワークの確立を目指している。
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2. 第三者による社会経済的影響の可視化

（１）社会経済的影響の評価

2012 年、Natuurmonumenten に毎年補助をしているオランダの宝くじ会社、National 
Postcode Lottery は、組織のインパクト及び持続可能性に関するコンサルティング会社であ

る Steward Redqueen に委託し、同団体を含む 3 つの NGO の社会経済的インパクトにつ

いて調査を行った。

 本調査では、Natuurmonumenten の支出と、その経済的インパクト及び共同財・サービ

スを比較し、Natuurmonumenten による自然保護への年間投資の社会及び経済に与える影

響を可視化した。

 評価を実施するにあたり、下記のような用語の定義及び整理を行った。

■社会及び経済影響評価の考え方

経済的インパクト 共同財・サービス 

経済的インパクトの 2つの面 

以下の付加価値の合計 

給与 

税金 

利益（黒字の場合） 

雇用 

経済的インパクトの 2つの要因 

組織自体の支出 

組織のパートナー・ビジターによる

追加的な支出 

経済的インパクトを生み出す 2つの経路 

直接：組織に関連した支出 

間接：サプライヤー（及びそのサプ

ライヤー）の支出に関連したもの 

経済的インパクトは比較的定量化しやす

い。 

共同財・サービスの特徴 

利用の対価を払っていない人を排除

することができない。 

他の人の利用を妨げない財・サービス

を利用している（注：無制限や不正的

な利用には適用されない）。 

市場と価格がない。 

多くの公共財（すべてではない）が政府よ

り提供されている 

政府が公共サービスを提供する 

企業は、（市場）活動の一側面として

企業サービスを創出している 

政府より提供されない財及びサービ

スに対する一定の集合的ニーズがあ

る場合、一部の民間団体が公共財の創

出を目的として活動する。 

共同サービスの価値は、制限がなく、定量

化され得ない。 

出典：Economische impact van Natuurmonumenten 
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（２）社会経済的影響の結果

Natuurmonumenten の自然に対する支出を、経済的インパクト及び自然が提供する公共

財・サービスを比較した。

経済的付加価値

オランダ政府は自然保全に対し、約 4,000 万ユーロ（約 58 億 8,000 万円）

の補助金を提供している。

Natuurmonumenten は、年間 3 億～3 億 5,000 万ユーロ（約 4,400 億～

5,100 億円）の付加価値を生み出している。

上の付加価値のうち、2 億 5,000 万ユーロ（約 3,675 億円）はレクリエー

ション部門で創出されている。

計 1 億 3,000 万～1 億 4,000 万ユーロ（約 1,910 億～2,060 億円）が税金

として国庫に戻ってくる計算となり、Natuurmonumenten がもらってい

る補助の 3 倍に相当する。

雇用創出

Natuurmonumenten は直接雇用 555 人、周辺業界での雇用創出は 1,300
人分に上る。

レクリエーション業界全体ではさらに6,000人の雇用創出につながってい

る。

共同財・サービス

Natuurmonumenten の共同財・サービスの価値は年間 6,000 万ユーロ（約

8 億 8,200 万円）と予測される。この内訳及び算出方法は以下の通りであ

る。

指標 算出手法 価値（100万ユーロ） 

生物多様性 特徴的／絶滅の危惧にある動植物種 数値なし

二酸化炭素 
CO2 価格／トン 同団体の保有する森

林 1ヘクタールあたりから算出 
3

粒子状物質 
価格／樹木 1 本 同団体の保有する土

地 1ヘクタールあたりの樹木数 
41

水処理 

同団体の保有する土地・自然内を流れ

る良質な水により、処理コストが削減

された分 

16

水の貯蔵 ― 数値なし

健康 ― 数値なし

合計 60

※Socio-Economische Impact van Natuurmonumenten より抜粋

 なお、生物多様性、水の貯蔵、健康の指標については、信頼できる数値がなく、
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今回は算出されなかかったため、算出された場合の全体の価値はさらに高くなると

予想される。

【参考文献】

NatuurmonumentenWEB サイト：https://www.natuurmonumenten.nl/ 
Economische impact van Natuurmonumenten 
http://www.stewardredqueen.com/uploads/cases/economische_impact_van_nat
uurmonumenten.pdf 
Steward Redqueen, Socio-Economische Impact van Natuurmonumenten, 25 
april 2012 


