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第Ⅳ章 成果の普及の検討

1. 活動の評価方法及び成果の可視化に参考となるツール等の検討と結果

 本項では、これまで実施してきた第Ⅱ章及び第Ⅲ章の結果をもとに、活動の評価方法や環

境 NGO・NPO の活動の成果の可視化の参考となるツールの検討を行った。整理を実施し
た、地球環境基金による過去の助成活動から「ベスト・プラクティス」の活動を選定し、検

討委員会において、活動の目標及び指標やその設定の考え方をブラッシュアップし、参考と

なるモデル例を作成することも検討したが、第Ⅱ章の分析結果に記したように、分野ごとの

目標・指標設定の分類・分析が困難であった。そのため、過去の助成事例の中で、効果的と

思われるインパクトを生み出した事例を 3事例抽出し、モデル例としての検討を行った。
 なお、本調査研究が、環境保全活動の活動分野毎に適用可能な指標の検討を目的としてい

ること、助成を受ける活動団体にとっても、プロジェクトの立案時から目標や成果・活動内

容とともに指標を検討できる手法であり、成果の可視化ツールとして有効であると考えられ

ることから、検討材料としてのモデル例の作成の際は、下表のようなプロジェクト・デザイ

ン・マトリックスを活用した。

表 15 プロジェクト・デザイン・マトリックス

プロジェクトの要約 指標 
指標データ 

入手手段 

外部条件 

（外部リスク） 

上位目標 

プロジェクト目標 

成果 

活動 投入（人、資金、モノなど） 前提条件

出典：外務省「開発教育・国際理解教育ハンドブック」

 次ページ表 16 に示したようなモデル例を作成し、第Ⅰ章に記した検討委員会において、
検討を行ったが、助成団体へ参考として示すための指標の検討には、その前段階として、各

プロジェクト目標の設定の妥当性やその観点の検討、アウトカムのロジックモデルの構築、

事業のインパクト・波及効果の考え方と記載の仕方、地球環境基金の助成活動のベンチマー

クと助成団体の活動のベンチマークの関係性の整理等が必要であるとの意見が出された。そ

こで、本事業では、モデル例の作成を行わず、助成活動の情報整理及び分析により抽出され

た指標と先進事例による調査結果（本書第Ⅲ章）をもとに、今後の評価方法の検討及び成果

の可視化の際に参考となる、各活動分野及び形態における指標群を基礎データとしてまとめ

ることとなった。



122 

表 16 モデル例イメージ
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2. 助成活動の情報整理及び分析による指標群の検討

 上記 1．の結果を踏まえ、本項では、第Ⅱ章の「3. 助成活動の情報整理・分析結果」に
おいて取りまとめた、地球環境基金の助成団体の各分野別の指標一覧、及び第Ⅲ章において

実施した机上調査の結果より、「LIFE（EC）」における指標を参考に指標群をとりまとめる。 

（1）比較・分析の実施と指標群の分類 

 地球環境基金の助成団体の各分野別の指標（P.21～24）及び LIFE における各分野別の
結果及びインパクト指標（表 8～13）について、分野別、または形態別に比較を行った。
LIFEにおける助成活動は、地球環境基金における助成活動の「実践」形態に相当するため、
指標の比較においても、「実践」形態の指標との比較を実施した。なお、LIFE に当該分野
がない場合は、関連する分野の指標を参考とした。

 また、「知識の普及・啓発」形態については、地球環境基金の全助成分野に共通の活動内

容と考えられること、また活動分野「総合環境教育」と活動内容が類似しているため、本分

析では、「総合的な普及・啓発」として LIFEにおける普及啓発及びコミュニケーションの
アウトプット指標、また「啓発（Awareness）」分野の指標との比較を実施した。
 一方、「研究」形態については、地球環境基金の助成を受けている、ほとんどの団体が「自

然保護・保全・復元」分野での応募であり、「実践」の準備段階としての指標が多く見受け

られたため、「実践」形態に付随する指標として個別に検討を行った。

 なお、以上の指標群の設定においては、可能な限り「定量的指標」「定性的指標」に分類

した。

 最後に、検討委員会における意見を踏まえ、組織・人材に関わるキャパシティの指標や開

発についても併せて調査を実施した。参考までに、本項の最後に組織・人材のキャパシティ

に関する評価項目をまとめる。

 以上によって、以下の 3 つの指標群と 1 つの評価項目に分けて整理を行った。なお、活
動分野「ウ．砂漠化防止」については、本調査では対象団体がなかったため、指標群の検討

は行わなかった。

各分野別「実践」形態の指標群：下記表における薄い灰色の部分

総合環境教育を含めた「普及・啓発」分野における指標群：灰色の部分

「自然保護・保全・復元」分野の「調査研究」形態における指標群：濃い灰色

部分

組織・人材に関する評価項目
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表 17 検討した指標群の分野及び形態（色づけ部分）
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（2）各分野別「実践」形態の指標群 

 以下に各分野のアウトプット及びアウトカムの指標群をまとめる。

①自然保護・保全・復元 

アウトプット指標 アウトカムの指標 

環境（定量）： 

保全・復元が確立した地域（面積、

地域数、対象となる種数）

保全のための活動を実施した地域

（面積、地域数、対象とした種数）

再導入された（放流、繁殖など）種

（種数、個体数）

管理した外来種の数（面積、生息種

数、駆除数）

管理（定量）： 

訪問者数や認知度向上を目的とした

施設・設備の設置（訪問者数）

管理（定性）： 

管理計画への合意（対象となるステ

ークホルダー／パートナーシップ／

ドナー）

パートナーシップ／協力体制の構築

種の保全・復元手段・技術の確立・

向上

外来種の駆除手段・技術の確立・向

上

対象地域の生物多様性モニタリング

体制の計画

環境（定量）： 

保全・復元への合意（面積）

保全活動により生存した種（個体群

に含まれる個体数もしくは単独の個

体数）

外来種管理の確立（面積）と外来種

駆除活動の回数減少

種の個体群の増加（％／数）または

個体群の増加につながるふ化率等の

増加（％／数）

環境（定性）： 

種／地域に好ましい保全状況の達成

管理（定量）： 

設置した施設・設備への訪問者数

管理（定性）： 

管理計画の実践

パートナーシップによる管理の維

持・遵守への合意

地域や国の施策の変更

保全地域のネットワーク拡大

保全活動のための資金調達ニーズの

減少

保全・管理地域における種の多様性

及び生息数の定期的なモニタリング

の実施
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②森林保全・緑化 

アウトプット指標 アウトカムの指標 

環境（定量）： 

保全・緑化が確立した地域（面積、

地域数、対象となる種数、本数）

保全・緑化のための活動を実施した

地域（面積、地域数、対象となる種

数、本数）

植林された種（面積、種類、本数）

管理した外来種の数（面積、駆除数）

管理（定性）： 

管理計画への合意（対象となるステ

ークホルダー／パートナーシップ／

資金提供者）

山地利用への合意

パートナーシップ／協力体制の構築

保全・緑化手段・技術の確立・向上

外来種駆除・管理技術の確立・向上

対象地域の生物多様性モニタリング

体制の計画

違法伐採の防止策の計画

環境（定量）： 

保全・緑化管理への合意（面積）

外来種管理の確立（面積）と外来種

駆除活動の回数減少

違法な木材伐採の減少（量）

環境（定性）： 

種／地域に好ましい保全状況の達成

管理（定性）： 

管理計画の実践

パートナーシップによる管理の維

持・遵守への合意

地域や国の施策の変更

保全・緑化活動のための資金調達ニ

ーズの減少

保全・管理地域における動植物種の

多様性及び生息数の定期的なモニタ

リングの実施

③砂漠化防止 

 本調査では、調査対象団体がなかったため、割愛する。
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④環境保全型農業 

アウトプット指標 アウトカムの指標 

環境（定量）： 

環境保全型農業が確立された地域

（農地面積、農家数）

環境保全型農業導入のための活動を

実施した地域（農地面積、農家数）

環境保全型農業によって栽培された

種（種類と数）

管理（定量）： 

環境保全型農業の技術指導ができる

ボランティアの養成（人数）

管 

理（定性）： 

地域における環境保全型農業計画へ

の合意（対象となるステークホルダ

ー／パートナーシップ／資金提供

者）

パートナーシップ／協力体制の構築

環境保全型農業技術の確立・向上

対象地域の生物多様性モニタリング

体制の計画

環境（定量）： 

環境保全型農業への合意（面積、農

家数）

慣行農業の減少（面積、農家数）

環境保全型農業による生産増（生産

量、収益）

ボランティアの技術指導による環境

保全型農業の導入（面積・農家数）

環境（定性）： 

地域に好ましい環境保全型農業の実

践状況の達成

管理（定性）： 

地域における環境保全型農業計画の

実践

パートナーシップによる管理の維

持・遵守への合意

地域や国の施策の変更

保全／管理地域における動植物種の

多様性及び生息数の定期的なモニタ

リングの実施
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⑤地球温暖化防止 

アウトプット指標 アウトカムの指標 

環境（定量）： 

二酸化炭素及びその他の温室効果ガ

スの排出削減（キロ／年）

オゾン層破壊物質の排出削減（キロ

／年）

管理（定性）： 

地域における地球温暖化防止活動へ

の合意（対象となるステークホルダ

ー／パートナーシップ／資金提供

者）

パートナーシップ／協力体制の構築

環境（定量）： 

同左

管理（定性）： 

パートナーシップによる管理の維

持・遵守への合意

地域や国の施策の変更

（参考指標）

 直接的な地球温暖化防止ではないが、参考となる指標として、下記のような活動の指

標も考えられる。

●戦略的アプローチ

アウトプット指標 アウトカムの指標 

環境（定性）： 

環境にやさしい製品の導入（重要度

の 5段階評価）
グリーン調達システムで購入された

製品（企業数＋環境経済的な重要度

の 5段階評価）

管理（定性）： 

エコラベルもしくはその他の広範な

環境ラベリングシステムの導入（利

用度 5段階評価）
グリーン調達システムの導入（重要

度 5段階評価）

環境（定性）： 

環境にやさしい製品の市場における

重要性（5段階評価）
グリーン調達システムで購入された

製品（企業数＋環境経済的な重要度

び 5段階評価）

管理（定性）： 

エコラベルもしくはその他の広範な

環境ラベリングシステムの実施（利

用度 5段階評価）
グリーン調達システムの増加（重要

度 5段階評価）
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⑥循環型社会形成（資源及び廃棄物） 

アウトプット指標 アウトカムの指標 

環境（定量）： 

エネルギー消費量の削減（J／年）
水消費量の削減（ ／年）

限りのある、もしくは再生不可能な

自然資源の利用量の削減（キロもし

くは ／年）

廃棄物の排出量削減（キロ／年）

有害廃棄物の排出量削減（キロ／年）

リサイクルの増加（キロ／年）

管理（定量）： 

廃棄物管理計画の策定（対象となる

世帯数）

管理（定性）： 

限りのある、もしくは再生不可能な

資源の持続可能な管理システムの導

入（5段階評価）
廃棄物分別・収集システムの導入（5
段階評価）

産業製品・消費製品の開発における、

ライフサイクル分析（LCA）（もしく
は、持続可能性が重視された手法）

の導入（影響度の 5段階評価）

環境（定量）： 

同左

管理（定量）： 

廃棄物管理計画の確立（対象となる

世帯数）

管理（定性）： 

限りのある、もしくは再生不可能な

資源の持続可能な管理システムの拡

大（5段階評価）
廃棄物分別・収集システムの拡大（5
段階評価）

産業製品・消費製品の開発における、

ライフサイクル分析（LCA）（もしく
は、持続可能性が重視された手法）

の利用（影響度 5段階評価）
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⑦大気・水・土壌環境保全 

 本調査において、本分野に分類された対象団体 6団体のうち、5団体が水質に関する
活動内容であったため、ここでは主に水環境保全の分野について記す。

アウトプット指標 アウトカムの指標 

環境（定量）： 

水質（化学物質、生態、微小生物）

が改善した河川／湖沼の地域（ha）
改善の程度：国の水質基準／目標に

合致した地域（ha）
地下水の水質が改善した地域（ha）
洪水の悪影響から保護された地域

（ha）
洪水の悪影響から保護された人の数

処理されるようになった都市廃水の

排出量（ ／年）

有害化学物質を含む水質が改善され

た産業排水の排出量（ ／年）

管理（定量）： 

策定された河川流域管理計画・水質

管理計画の数

管理計画が策定された河川流域の面

積（km2）

河川流域管理計画のトレーニングを

受けた運営スタッフの数

管理（定性）： 

管理計画への合意（対象となるステ

ークホルダー／パートナーシップ／

資金提供者）

パートナーシップ／協力体制の構築

水質保全・浄化技術の確立・向上

対象水域の生物多様性のためのモニ

タリング体制の計画

海洋環境の保護手法の開発

環境： 

同左

管理（定量）： 

実践された河川流域管理計画・水質

管理計画の数

管理計画が実践された河川流域の面

積（km2）

河川流域管理計画のトレーニングを

受けた運営スタッフの数

管理（定性）： 

管理計画の実践

パートナーシップによる管理の維

持・遵守への合意

地域や国の施策の変更

対象水域における種の多様性及びそ

の生息数の定期的なモニタリングの

実施

海洋環境の保護手法のの実践
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⑧総合環境教育を含めた「普及・啓発」における指標群 

アウトプット指標 アウトカム指標 

定量評価： 

啓発活動の対象となる人数

研修、イベント、観察会など（回

数、人数）

ワークショップ、セミナー、会

議の開催（ターゲットとその人

数）

掲載メディア（記事、ニュース、

展示会などの種類と回数）

発行物（報告書、マニュアル、

パンフレット等の種類と発行

数）

教育活動（対象学校、生徒数）

定性評価（採点評価）： 

普及啓発の向上の程度

アンケート評価

影響範囲別（地域／市／県／地

方／国）

定量評価： 

プロジェクト終了後も啓発活動が継

続されるプロジェクト数

プロジェクト情報の WEB サイトへ
の継続掲載（例えば 3年間など）

定性評価（採点評価）： 

普及啓発が継続による影響の範囲

※定性評価における採点評価の基準は、各団体で定めることが望ましい。
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⑨「自然保護・保全・復元」分野の「調査研究」形態における指標群 

 活動形態の「調査研究」は全ての環境保全活動の基礎となる部分であり、どのような

分野であっても「自然保護・保全・復元」の内容を含むものであることから、本項では、

同分野を対象にした指標群を検討した。なお、実際に助成を受けた活動を行う際は、「調

査研究」に加え、具体的な環境分野の環境保全活動を実施する場合が多く、指標につい

ても併せて検討する必要がある。

アウトプット指標 アウトカムの指標 

環境（定性）： 

基礎データの収集

計測調査

聞き取り調査

文献調査

モニタリング調査

管理（定量）： 

調査手法・技術のトレーニングを受

けたスタッフ数

管理（定性）： 

調査手法・技術のマニュアル化

各調査手法・技術の確立・向上

収集データの管理システムの構築

モニタリング体制の計画

調査計画への合意（対象範囲／パー

トナーシップ／特定の資金源）

パートナーシップ／協力体制の構築

環境（定性）： 

収集した基礎データの有効性

管理（定量）： 

調査手法・技術を身につけたスタッ

フ数

管理（定性）： 

収集データの更新体制の構築

調査地域における定期的なモニタリ

ングの実施

調査計画の実践

パートナーシップによる調査の維

持・遵守への合意

調査ネットワークの拡大
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（2）組織・人材の能力開発における指標群 

 本調査研究では、地球環境基金の助成活動分野における指標群を主に検討したが、助成団

体の選定の際に組織の発展性を考慮していること、また、助成団体の活動の評価の際には、

組織の自立発展性を評価していることから、先進事例調査において組織・人材のキャパシテ

ィ・ビルディングの指標や評価手法について調査を実施した。下記に、 INTRAC
（Internarional NGO Traning and Researching Centre）において調査したマッキンゼー

＆カンパニー社の組織能力評価ツールを参考に、今後の参考になると考えられる NPO・

NGO 等のキャパシティに関する評価項目をまとめた。例えば、これらの項目について、地

球環境基金内で 5 段階評価の基準を定め、活用することが可能である。

表 18 組織・人材のキャパシティの評価項目

分類 評価項目 

目的 ミッション

ビジョン

包括的な目標

戦略 
包括的な戦略

目標／パフォーマンスのターゲット

プログラムの妥当性、統一性

プログラムの継続性、発展性

資金調達モデル

組織スキル パフォーマンス管理

パフォーマンス測定とプログラムの調整

計画立案

ベースとなるデータの収集

戦略的計画／予算編成

運営計画

人的資源の計画

資金調達

外部との関係構築とマネジメント

パートナーシップと連携創出、パートナーの育成

地域コミュニティの巻き込み

その他の組織的スキル

政策への影響

法的・財政的運営管理

人的資源 
マネジメント・チームとスタッフ

代表者や特定のスタッフ等への依存

職員の配置

ボランティア数（体制）
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分類 評価項目 

体制 
計画立案体制

意思決定のフレームワーク

法的・財政的管理

人的資源管理―求人、育成、継続的確保

組織構造 マネジメント部門とスタッフ・ボランティア間の意思疎通

職務分散、部署間の調整

文化 
信念や価値の共有

パフォーマンスの基準と実践の共有

3. 考察

（1）プロジェクトのデザイン 

 これまで地球環境基金助成活動の情報整理及び分析、また先進事例の情報収集と分析を踏

まえ、指標群及び成果の可視化に参考となるツールの検討を行った。具体的なモデル例の検

討には至らなかったが、現在の助成団体の活動状況においては、活動分野・形態に沿った目

標及び指標の設定や、活動内容の計画が不明瞭である活動が見受けられたこと、一方、先進

事例においては、目標及び指標は、各プロジェクトにおいて個別に設定されているものの、

「計画→実施→評価→フィードバック」の考え方は、団体及びプロジェクトの大小によらず、

どの事例にも浸透していた。そのため、プロジェクト効果及び効率性の向上、また活動団体

の継続性の担保のためには、助成団体自らが「計画→実施→評価→フィードバック」の重要

性を感じ、組み立てられるようになることが必要である。そういった意味で、今回、モデル

例の作成にまでは至らなかったものの、プロジェクトのサイクルを概観でき、運営管理にも

活用することができるプロジェクト・デザイン・マトリックス（以下、PDM）の考え方を

用いて、助成金申請の段階で、活動団体が、自分たちで PDM を作成する作業は重要である

と考える。下記に、PDM と地球環境基金の平成 26 年度助成金交付要望書記載内容の対照

を示すが、現在の要望書の記載事項には、ほぼ PDM の内容が設定されており、投入資源や

各目標等の指標を設定するのみでも助成団体の考え方の整理は可能である。
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表 19 PDM に対応する地球環境基金の助成金交付要望書記載内容

PDM 
（プロジェクトの要約） 

交付要望書 

上位目標 
その 2－2[助成を希望する活動の内容] 
④目標 
（1）本助成活動の先に最終的に目指すもの（上位目標） 

プロジェクト目標 
その 2－2[助成を希望する活動の内容] 
④目標 
（2）助成期間に達成したい状況・成果の目標（アウトカム）

成果 
その 2－2[助成を希望する活動の内容] 
④目標 
（3）活動の実施目標（アウトプット） 

活動（投入資源） 
その 2－3[助成を希望する活動の内容] 
⑤活動計画 
※投入資源については記載なし 

（2）活動分野の設定 

 一方、指標の設定については、助成団体が設定した活動分野及び活動形態とその指標を抽

出することにより、助成を受けたほとんどの活動内容において「環境教育・普及啓発」要素

が含まれる傾向が明らかとなった。また、「調査研究」分野においては、科学的に高度な調

査研究でない場合においては、指標の設定が非常に困難であること、一方、今後、活動の評

価として指標を設定する際には、活動分野・形態にかかわらず、なんらかのデータを基礎と

する必要があることから、活動分野の「総合環境教育」及び「調査研究」、また、活動形態

の「知識の提供・普及啓発」としては、独立した分野・形態として考えるのではなく、具体

的な環境分野の活動と組み合わせて考えていく必要がある。つまり、どのような分野の環境

保全活動においても、定量・定性にかかわらず、評価を行うための基礎データが必要であり、

また、その成果を社会的に発信していくためには、環境教育・普及啓発活動が欠かせないと

考える。よって、PDM の項目にも「指標データの入手手段」があるが、プロジェクト立案

もしくは申請の際、「使用する基礎データ」と「普及啓発」の内容については、「活動の目標

や内容」と区別する形で記載できる方が望ましいと考える。

（3）地域とステークホルダー 

 地球環境基金の助成活動においては、海外で活動するものから、町内とも言えるような国

内の一地域で活動するものまで、幅広い地域レベルと多様なステークホルダーが考えられる。

特に、同基金の目指す、地域の環境 NGO・NPO の活躍促進においては、小さな地域であ

っても着実な成果と広がりを獲得できる活動が重要であると考えられることから、プロジェ

クト立案の際、連携先や活動の提供相手を整理するだけでなく、活動の範囲（町内、近隣町
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村、市やある種の生息範囲など）とそれに伴い、考えられるステークホルダーを可視化（図

化）することで、目標の設定もしやすくなり、より実現性の高い計画が可能になると考える。

また、指標の設定においても、既存の活動分野・形態に「地域性」の指標を検討することに

よって、地域における環境 NGO・NPO の活動評価の観点を明確にできると考える。

（4）最後に 

 最後に、本調査の推進にあたり、様々な観点から議論をいただいた検討会委員のご意見・

ご提案より、地球環境基金の助成活動の今後に参考となるものを以下にまとめる。

選定の際、専門性のあるスタッフが、助成団体の活動の目標・内容・指標につ

いて、一定期間コンサルティングをする機会があると手間はかかるが、よい事

業を選定することができる。

申請前研修を開催し、プロジェクトの立案や目標・指標設定の考え方等につい

て、理解してもらう。助成の際は、研修受講を必須とする。

目標を実現するための組織・財政基盤の拡充については、先に波及効果やアウ

トカムを設定し、そのための必要なキャパシティ・ビルディングや、パートナ

ーシップの構築を考えていく方法もある。

毎年申請している団体は、指標も同じになってしまう可能性があるので、その

場合は、一段階上のアウトカムとして初期・中期・最終アウトカムを設定し、

初期・中間アウトカムに必要な活動が明確になった時点で助成を行うような、

アウトプットから考える方法もある。

上位目標や評価指標を明確に設定する場合には、目指すインパクトの妥当性を

判断する必要性があり、ERCA 自身がインパクトに関するベンチマークを持

った上で、評価基準を設定しなければいけないのではないか。

【地域性の指標（例）】

活動の対象となる地域の明確化

当該地域で考えられるステークホルダーの明確化、パートナーシップの

構築

当該地域における活動への理解・合意の形成

当該地域からの活動への参加者やボランティア、支援者の数

活動の当該地域への効果・インパクト

等


