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第Ⅲ章 先進事例の情報収集・現地調査・分析

 本業務では、地球環境基金が助成する環境保全活動及び NGO・NPO が、その活動の意
義や成果を地域へ伝え、社会的なインパクトを与え、さらに地域・社会から評価を得られる

ことを目指して、活動の立案・推進・評価における指針となるような指標を検討するため、

先進事例の調査を行った。

 調査にあたっては、環境保全活動に関して、活動成果を可視化するための社会性評価の枠

組みまたは指標、あるいは独自に作成した指標を活用している欧州または北米の NGO・
NPO、助成機関、また NGO・NPO の活動に関する第三者機関等 10 団体を選定し、関連
するレポートや関係当局のウェブサイト情報等から、机上調査を行った。また、机上調査の

実施後、より詳細な調査を実施するため、3団体について訪問ヒアリングを実施した。

1. 情報収集・現地調査・分析対象の選定

（1）机上調査 

対象団体の選定の観点 

 先進事例として、社会性評価の枠組みまたは指標の調査を行う、欧州及び北米の団体につ

いては、

の 3つ観点から、10団体の選定を行った。助成を「受ける」側と助成先を「選ぶ」側の両
側面、また、第三者の観点から調査を実施することにより、バランスのとれた調査を目指し

た。

対象団体 

 選定した対象団体については、以下の通りである。

社会性評価の枠組みまたは指標を自ら設定・活用しているNGO・NPO 

選定・評価の際に枠組みまたは指標を活用している地球環境基金と同様の助成団体

NGO・NPO の評価の枠組みまたは成果の指標、または社会的投資における指標を
調査・研究する NGO・NPOまたは民間団体等、第三者
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表 7 先進事例調査 対象団体
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（2）ヒアリング調査 

対象団体選定の観点 

 ヒアリング調査の対象団体は、今回の調査研究の目的である、

欧米の先進的な NGO・NPO及び類似機関における、活動成果を可視化するための社
会性評価の枠組み・指標の検討

日本国内の助成団体の評価方法、環境NGO・NPOの活動成果の可視化の参考となる
ツールの検討

の際に参考となる情報を収集するため、机上調査の対象となった表 7の 10団体のうち、

の観点、また地理的なヒアリングの実施効率性なども勘案し、選定した。

対象団体 

 ヒアリング対象団体として、次の 3団体を選定した。

LIFE（EU／本部ベルギー）
Wetlands International（オランダ）
Natuurmonumenten（The Dutch Nature Conservation Society）（オランダ）2

2 当社ヒアリングし対象団体として、LIFE、Wetlands Internationalに加えて、英国の Oxfam
を選定したが、ヒアリングの引き受けが難しく、次の候補として、IUCNを取り上げたが、
同様に時間を割けないとの回答だった。そのため、ヒアリングを実施した LIFEの担当者か
ら同プログラムの助成を受けた団体として、Natuurmonumentenを紹介していただいた。

先進的な評価の取組みを実施しているNGO・NPO 

地球環境基金と同様の助成団体
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2. 机上調査の実施項目と結果

（1）机上調査の実施項目 

 机上調査を実施するにあたっては、以下の調査項目を設定し、公開情報等より収集できる

情報を主に整理した。なお、調査対象団体の種別が異なるため、助成機関、NGO・NPO、
第三者機関の 3 種類の調査項目を設定し、この種別に当てはまらない団体である、
International NGO Training and Research Centre及び EU-GECESについては、それぞ
れ「人材育成」及び「社会的インパクト評価」に重点をおいて情報収集を行った。

 調査項目は次ページ以降に示す。

表 8 調査団体別調査項目の種別

対象団体 種別

1.LIFE 
2.IUCN 
3.地球環境ファシリティ（GEF）
7.アメリカ国際開発庁（USAID）

助成機関

4.The Nature Conservancy 
5.Wetlands International 
6.Oxfam 

NGO・NPO 

8.The Charity Navigator 第三者機関

9.International NGO Training and Research Centre 
10.EU-GECES 

その他
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表 9 机上調査項目（助成機関）
調査項目 主な調査事項 

団体概要 
団体（基金）の概要（設立年、設立の目的）

団体の規模（年間助成予算等）

活動の概要 
助成対象分野

助成団体の活動地域

助成プログラムの 
選定基準・選定方法 

モニタリング・評価の基準

助成申請の際の観点

助成プログラムの 
評価方法 

①指標評価 

②プロセス評価 

①指標評価

評価の枠組み（指標）

活動の成果を表すアウトカム指標、アウトプット指標、
代替指標の有無、ある場合はその具体的な指標

その他の社会性評価手法の活用の有無、ある場合はその
具体的な手法

②プロセス評価

評価の枠組み（プロセス）

プロセス評価における評価の観点

コスト（費用対効果）

実施運営（体制、タイミング、効率性など）

波及効果（発展性、連携の可能性）

その他の社会性評価手法の活用の有無、ある場合はその
具体的な手法

評価事例 具体例
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表 10 机上調査項目（NGO・NPO）
調査項目 詳細な調査事項 

団体概要 

団体の概要（設立年、団体のビジョン）

団体の規模（職員数、年間予算等）

補助金、寄付の活用状況（割合）

年次報告の発行状況

活動の概要 

活動分野

活動の内容・地域

地域社会・他組織との連携状況

活動の目標設定・実施計画（ビジョン、目的）の設定内
容・手法

活動の評価方法と 
評価内容 
（指標） 

評価の枠組み（指標）

活動の成果を表すアウトカム指標、アウトプット指標、
代替指標の有無、ある場合はその具体的な指標

その他の社会性評価手法の活用の有無、ある場合はその
具体的な手法

上記の指標及び手法に基づく評価の実施内容(事例) 

活動の評価方法と 
評価内容 
（プロセス） 

評価の枠組み（プロセス）

プロセス評価における評価の観点

コスト（費用対効果）

実施運営（体制、タイミング、効率性など）

波及効果（発展性、連携の可能性）

その他の社会性評価手法の活用の有無、ある場合はその
具体的な手法

上記の観点及び手法に基づく評価の実施内容(事例) 

活動の社会的イン
パクト 

評価結果の公表方法

活動の成果の広報・PR方法

活動に対する地域・社会からの評価の有無、ある場合は、
その内容

第三者機関による評価・認証の有無
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表 11 机上調査項目（第三者機関）
調査項目 詳細な調査事項 

団体概要 
団体の概要（設立年、団体のビジョン）

団体の規模（職員数、年間予算等）

活動の概要 

活動内容

活動の目標設定・実施計画（ビジョン、目的）の設定内
容・手法

認証を行う際の評価
の観点 

評価の枠組み

格付けの手法・基準

その他の評価対象活動

結果報告書評価方法

（2）机上調査の実施結果 

10 団体について実施した机上調査の結果を次ページ以降に掲載する。掲載の順序は以下
の通りである。また、ヒアリング調査の段階で、新たに追加された Natuurmonumenten
については、追補的に 11番目に概要を示す。

① LIFE 
② IUCN 
③ 地球環境ファシリティ（GEF）
④ The Nature Conservancy 
⑤ Wetlands International 
⑥ Oxfam（GB）
⑦ アメリカ国際開発庁（USAID）
⑧ The Charity Navigator 
⑨ International NGO Training and Research Centre 
⑩ EU-GECES（Group of experts of the Commission on social entrepreneurship）
⑪ Natuurmonumenten（The Dutch Nature Conservation Society）



33 

①LIFE 

1. LIFEプログラムの概要

開始年 1992年

プログラム

の目的

付加価値のある事業への助成により、EU の環境及び気候変動に関する
政策及び法令の実現、更新、発展に貢献すること

支援実績
開始以来、4,171件のプロジェクトに対し、約 34億ユーロ（約 5兆円）
3を支援

対象分野

現在の対象分野：環境及び気候アクション

※1992年の開始以降、数年間ずつ時期を区切って重点分野を変えながら支援を実施

している。現在は、「2014～2017年複数年プログラム」の期間。

過去のプログラム期間： LIFE Ⅰ（1992-1995）

   LIFE Ⅱ（1996-1999）

   LIFE Ⅲ（2000-2006）

   LIFE＋（2007-2013）

予算

2014～2017年の予算：
環境分野 約 11億ユーロ（約 1兆 6,000億円）
気候アクション分野 3億 6千ユーロ（約 530億円）

2. 支援の概要

対象分野

【環境】

“従来型”プロジェクト（グッドプラクティス、模範、パイロット、

普及啓発となるプロジェクト）

分野：・自然及び生物多様性

タイプ A：準備段階
タイプ B：土地購入／リース／土地利用権の補償
タイプ C：具体的な保全活動
タイプ D：事業活動の影響モニタリング
タイプ E：コミュニケーション及び普及活動
タイプ F：プロジェクト管理及びモニタリング

・環境及び資源効率性

・環境ガバナンス及び情報

予備プロジェクト（政策・法令の改定・実現に必要な事業）

3 同資料作成時点 1ユーロ=147円で算出。
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対象分野

統合プロジェクト（広範囲（複数地域・多国間）での事業）

技術支援プロジェクト（統合プロジェクトの準備段階）

キャパシティ・ビルディングプロジェクト（各国の能力向上）

【気候アクション】

“従来型”プロジェクト

気候変動低減

気候変動適用

気候変動ガバナンス及び情報

キャパシティ・ビルディングプロジェクト

対象団体
（1）公共団体（2）民間営利団体（3）民間非営利団体（NGO含む）
共同申請も可

予算

2014 年度の支援予算額は、環境分野で約 2 億 4,000 ユーロ（約 353
億円）、気候アクション分野で 4,400万ユーロ（約 64億 7000万円）、計
約 2億 8,000万ユーロ（約 412億円）である。環境分野の予算のうち、
最低 55%は、自然及び生物多様性の保全を実施するプロジェクトへ支援
されなければならない。

支援額 上限・下限はなし（しかし、国による配分は決まっている）

助成額の

割合

“従来型”プロジェクトの場合、原則として、プロジェクト全体の予算

に対する、LIFEによる助成額は 60%以下にしなければならない。

3. 評価実施対象の選定手順と選定のポイント（自然及び生物多様性分野）（抜粋）4

助成対象の選考は、以下の手順及びポイントにて行われる。

1. Opening Phase 
【第一段階の基準】

① 提案は締め切りまでに専用サイトから提出したか。

② 専用サイトで使われている申請フォームを使用しているか。

2. Technical selection Phase 
【総合】

① 提案は、「LIFE規則」で定められた分野内の提案となっているか。
② 提案が、調査もしくは大規模インフラを重点とした、LIFEプログラムに沿わ
ない内容となっていないか。

4 出典：Guide for the evaluation of Sub-programme Environment LIFE project proposals 
2014 
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【プロジェクト参加者の技術的信頼性】

① 受益者は技術的に信頼に足るか。

【各構成要素について】

① プロジェクト予算の少なくとも 25％が、具体的な保全活動に配分されるか。
② 保全地域に関連する活動では、適切な保全状況によって、プロジェクト投資の

長期的な持続可能性が確保されているか。

3. Award Phase 
【1．技術的な合理性と質】
① 活動前の趣旨が記載されているか（課題や脅威、準備活動の状況、権限、許可など）。

② 脅威及び課題、目的、行動、期待される結果の間に明らかに論理的な関連性がある

か。

③ 活動が、どのように、どこで、いつ、だれによって実施される予定か、明確に記載

されているか。それらが適切に記載され、定量化されているか、またその適切性を

評価するための十分な情報があるか。必要に応じて、適切な地図が提供されている

か。

④ プロジェクトで期待される結果が適切に記載され、定量化されているか（プロジェ

クトの環境影響、モニタリング指標など）。プロジェクトの進展を評価する指標が

含まれているか。

⑤ 予算は正当で合理性があり、費用は提案された活動及び手法に沿ったものか。つま

り、プロジェクトは費用対効果があり、金銭価値に相当するか。

⑥ プロジェクトの運営及び管理体制は組織立っており、受益者によってコントロール

されているか。提案された手法（備品、人材など）は、的確な実践のために必要か。

⑦ パートナーシップ（協力体制）は、プロジェクトの目的及び活動に適切／十分／適

任／合理的か。

⑧ 成果、マイルストーン、期間設定は包括的かつ現実的で、期待される結果と首尾一

貫しているか。実施リスク及び不測事態への対策は特定されているか。成果物及び

マイルストーンのリストは包括的で、期待される結果と首尾一貫しているか。

⑨ プロジェクトの結果を確実かつ中長期的に維持・向上させ、活動を継続するために

現実的な戦略となっているか。活動は、プロジェクト後も同様の資金を確保できる

よう想定しているか。タイム・プランニングは現実的か（準備や認可手続きの期間、

悪天候など）。

⑩ 発生する可能性のある課題を正しく評価しているか（活動の実現可能性、可能性の

あるリスクなど）、これらを阻止するために十分な準備をしているか（例えば、重

要なステークホルダーからのヒアリング、緊急時の対応策など）。プロジェクトの

実施に先立って必要な許可、認可、環境影響評価などはないか、もしくは既に有効
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なものはないか。

⑪ 土地購入の場合、提案において、LIFEガイドラインに記載された土地購入基準を
どこまで把握しているか。

⑫ 技術的な修正は最小限でよいか。

【2．財政上の合理性と質】
① どの程度まで受益者はプロジェクトの予算に適切な金銭的貢献を行うか。

② どの程度予算のバランスは取れているか（収入（現物出資を除く）と支出のつり合

い）。

③ 申請された予算額は、「LIFE規則」第 20条に定められた最大補助率の規則に沿っ
ているか。

④ 申請された人件費は、合理的かつ詳細か。

⑤ 旅費及びそれに伴う費用は、合理的かつ十分詳細で、適切な配分か。

⑥ 外部委託の費用は合理的で十分詳細で、適切な配分か。申請書に記載された情報は、

公共入札の規則に沿っているか。

⑦ 外部委託の費用が全プロジェクト予算の 35％を超える場合、それを正当化するた
めの合理的な説明があるか。

⑧ 耐久財の費用は合理的で十分詳細で、適切な配分か。減価償却の規則は適切に適用

されているか。

⑨ 土地購入、リース、一回限りの補償費は、合理的かつ詳細か。土地購入の場合は、

所轄官庁もしくは登録公証人からの書類が添付されており、ヘクタールあたりの価

格が同様の土地及び場所の平均価格を上回っていないか。

⑩ 消耗品の費用は合理的で十分詳細で、適切な配分か。

⑪ その他の費用は合理的で十分詳細で、適切な配分か。

⑫ 間接費は、適切な全直接費の最大 7%か。
⑬ 提案された予算は、LIFE 助成承諾書5の一般条件に含まれる非適切な費用を除い

たものか。

⑭ 公務員の給与費用がある場合、“＋2％”規則6は考慮されているか。

⑮ 必要に応じて、また可能な限り、費用は弁償されるか。費用は国家状態に関して合

理的か。プロジェクトマネジメント費用はプロジェクトの規模及び目的に比して合

理的か。

⑯ 技術的な修正は最小限でよいか。

5 助成承諾書＝助成を受ける際の規程が記載された EUとの契約書。
6 公共団体が助成金を受ける場合、プロジェクト予算に対する公共団体が拠出する予算額の

合計は、プロジェクト費用における公務員給与費用を少なくとも 2％以上上回っていなけれ
ばならない。
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【3．付加価値：LIFE環境プログラムの優先地域に対する目的への貢献範囲とその質】
① 提案で取り上げられている課題は、どの程度まで「LIFE規則」の附属書 3の優先
テーマ7及び欧州環境政策・法令を考慮しているか。

② 提案は、その他の政策への環境の統合を含め、どの程度まで、EU環境政策・法令
の実現、更新、発展に貢献しているか。

③ その他の EU助成資源が提案準備の際に考慮されているか、提案でどの程度示され
ているか。

④ 提案は、今後、その他の助成を獲得することが検討されているか。

⑤ 活動がその他のプロジェクトのための補償措置（EU 生息地指令第 6 条）8となっ

ている、もしくは、予算のいくらかがその他のプロジェクトの補償措置（同第 6
条）から拠出されているリスクはないか。

⑥ 提案が、LIFEによる支援がなくても実施可能な活動が含まれていないか。
【4．特定プロジェクトテーマへの貢献】 省略
【5．付加価値：多目的、相乗効果、統合】
① プロジェクトは、その他の政策分野や EU政策の環境目的との一体化、及び相乗効
果の創出を目的としているか。

② どの程度、ステークホルダーの意見を聞き、プロジェクトに巻き込んでいるか。

③ どの程度、枠組みとなるその他のプログラムの結果を取り入れているか。

【6．付加価値：反復可能性、伝達可能性】
① 提案は、どの程度、活動の実施、及びプロジェクト結果・習得した知見の普及のた

めのモニタリング、アセスメント、評価手法を含んでいるか。モニタリング及びア

セスメントは、目的に適い、よく練られたものか。

② 提案は、どの程度、コミュニケーション、共有、ネットワーキング、普及活動を含

んでいるか。必要なコミュニケーションの条件をすべて含んでいるか。これらの活

動は、結果及び習得した知見の伝達及び普及の目的に適い、よく練られたものか。

③ 提案は、その実践中もしくは実践後に、どの程度繰り返され、結果の伝達が行われ

るか。

④ 提案されたアプローチ法は、適切な規模感を達成するために十分な目的と現実性が

あるか。

⑤ 提案は、どの程度、広く適用可能な知見を生み出すと期待されるか。

【7．付加価値：多国間、グリーン調達、炭素取り込み】

7 本報告書 P31の「2．支援の概要」で述べた「対象分野」と同様。
8 EU生息地指令（Habitat Directive）第 6条では、保全のために実施された計画及びプロジ
ェクトが生息地に負の影響を与えるにもかかわらず、代替措置がない、もしくは公益に不可

欠である、という理由で実施を継続する場合には適切な補償措置を実施しなければならない、

と定められている。
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① プロジェクト活動の多国間連携及び／もしくは国際連携のあるプロジェクトは、ど

の程度、多国間の協力が想定されているか。

② プロジェクトにおいて、どの程度、グリーン調達が利用されているか、もしくは推

進されているか。

③ プロジェクトの実践及び管理の際、“カーボン・フットプリント”がどの程度考慮

されているか。

4. Admissibility and exclusion phase 省略
5. Financial selection phase 
【財政に関する選考基準】

① 申請にあたり、下記の資料を電子媒体で提出しているか。

公共団体以外：

・財務諸表

・直近の貸借対照表及び損益計算書

・75万ユーロ以上の助成を申請する場合、監査人の証明書
② 受益者すべてが財務規則第 106 条（1）及び第 107 条9に記載された状況に当ては

まらないことを証明する申告書を作成しているか。

③ 有効な情報に基づき、連携する受益者は財政的に健全か（損益計算書、貸借対照表、

監査報告に基づく）。

④ 有効な情報に基づき、連携する受益者は、提案されたプロジェクト期間内で、プロ

ジェクトに支出し、（もしくは）提案で予定された予算を提供する額を管理する能

力があるか。

⑤ 全ての受益者が、提案された予算に対し、財政的に貢献しているか。

⑥ 全ての受益者が、契約機関の早期警戒システム10から漏れてはいないか。

なお、「3. Award Phase」では、下記の要領でスコアを付け、最低スコア（55点）に満
たなかった団体は落選となる。

9 EUの調達及び助成へ参加する際の除外基準が定められている。
10 早期警戒システム（Early Warning System）とは、EUと直接契約及び助成を受ける団体及
び個人において財政及びその他のリスクを特定し、予防を図るシステム。
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表 1 選定基準とスコア
選定基準 最低スコア 最大スコア 

1．技術的な合理性と質 10 20 
2．財政上の合理性と質 10 20 
3．付加価値：LIFE環境プログラムの優先地域に対する
目的への貢献範囲とその質

10 20 

4．特定プロジェクトテーマへの貢献 - 10 
5．付加価値：多目的、相乗効果、統合 7 15 
6．付加価値：反復可能性、伝達可能性 5 10 
7．付加価値：多国間、グリーン調達、炭素取り込み - 5 

合計スコア 55 100 

 「3. Award Phase」の選考後、各団体のスコア順に予算の 130％を上限とした予備
リストが作られる。その後、各国の予算配分、また、「4. Admissibility and exclusion 
phase」及び「5. Financial selection phase」を経て、助成の可否が決定され、ショー
ト・リストが策定される。助成の可否はすべての団体に通知される。さらに、契約機関

が、提案の実現可能性や費用対効果など、リスト団体に対し詳細のヒアリングを行う「修

正期間」が 15日間設けられ、最終的な助成団体が決定する。

4. 評価方法
（1）モニタリング指標（抜粋）-アウトプット11

 助成されたプロジェクト及び活動の具体的なアウトプット及びアウトカム成果を評価す

るために、LIFEではモニタリング指標を定めている。

11 出典：LIFE+ 2007 Project output indicators 
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アウトプット指標（自然分野）

表 2 ベストプラクティス／具体的技術／保全活動／予定された手法（Cタイプ）

成果物
具体的な

活動数

対象種

(学名) 

対象生息

地の種類

(*) 

対象種の

数

対象

生息地数

対象

Natura 
2000 
地域の数

対象面積

(ha) 
予算費用

 (€) 

Natura2000 地域
の創出

Natura2000 地域
の回復／改善

保全活動

種の再導入

生息域外保全

外来種の駆除

その他（特記）

合計 N/A N/A      
(*)指令における ID番号及び名称

表 3 教育活動
教育研修の数 研修を受けた人数 予算費用 (€) 

②アウトプット指標（共通；普及啓発及びコミュニケーション）

表 4 ワークショップ、セミナー、会議

ターゲット 一般
特定の対象

（例：政策決定者）

さらに特定の対象

（例：専門家、学者）

参加者数 地方 国 EU/国際 地方 国 EU/国際 地方 国 EU/国際
0～25名
25～75名
75～100名
100名以上
合計

合計予算費用(€)
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表 5 コミュニケーション及び普及

メディアの種類 数

プロジェクトのウェブサイト：月間平均訪問数

プロジェクトによるプレスリリース

全国版マスコミでの一般向け記事

地域マスコミでの一般向け記事

専門的記事

インターネット記事

TVニュース／報道
ラジオニュース／報道

映像作成

TV放映の映像
イベント及び祭り等で公表する映像

参加した展示会

インフォメーションセンター／情報スタンド

プロジェクト掲示板（notice board）
その他

合計予算費用(€)

表 6 発行物

メディアの種類 発行数 コピー数 言語

Layman’s Report（一般向け報告書）※

マニュアル

リーフレット

パンフレット

ポスター

書籍

専門的書籍

その他

合計予算費用(€)

※「5．コミュニケーションの要件」において詳細を後述する。
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表 7 教育活動

対象機関 生徒数

幼稚園／小学校

中学校・高校

高等教育機関

合計予算費用(€)

（2）モニタリング指標（抜粋）-アウトカム12

 アウトカムのモニタリング指標については、原則として、アウトプット指標と同様、費用

の項目のみ、実際に発生した費用を記載することになっている。

5. コミュニケーションの要件
LIFEプログラムの助成にあたっては、プロジェクトにおける「コミュニケーションの実
施」についても契約条項がある。

（1）ウェブサイト
 プロジェクトの進展及び結果をウェブサイト上で掲載すること、また、その他プロジェク

トの主な結果がわかるレポートの在り処をウェブサイト上に掲載することなどが定められ

ている。

（2）Layman’s Report 
 プロジェクト終了後は、英語及び対象とする言語で、政策決定者を含めた、一般市民向け

にプロジェクトの主な結果を 5～10 ページの報告書「Layman’s Report」にまとめなけれ
ばならない。

【効果的な報告書作成の際のポイント】

1．課題、目的、方法及び結果の概要を含める。
2．読者の読みやすいレイアウト及び魅力的な表現にする。
3．正確な翻訳をする（多言語で公表するため）。
4．LIFE及びNatura2000の要件に従う（グリーン調達、ロゴ使用など）。

12 出典：LIFE+ Project outcomes (final) indicators 
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Layman’s Report一例

（3）LIFE助成終了後のコミュニケーション
 環境分野、特に模範プロジェクト分野でのプロジェクトは、対象言語及び英語において、

プロジェクト終了後の啓発及びコミュニケーションの計画を公表しなければならない。

 また、自然分野のプロジェクトでは、同様に、プロジェクト終了後、いつ、だれが、どの

ような資金源を用いて、保全活動を継続・発展させ、長期的に管理を実施していくか、まと

めなければならない。
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6. 活動の結果及びインパクト評価の指標
「Ex-Post Evaluation of Projects and Activities Financed under the LIFE Programme」
では、プロジェクトの分野レベルで効果（結果及びインパクト）を測るための指標を特定し

ている13。これらの指標は、プロジェクト分析のほか、プロジェクトから分野レベルへ情報

を集約する際の基礎としても利用が可能である。同書では、指標の抽出について、以下を通

じて実施した。

LIFEⅡ及びLIFEⅢ規則と比較し、LIFE＋規則に設定された分野ごとの定義及び目的
の検討

様々な分野における典型的なプロジェクトの結果とインパクトのタイプを検討するた

めのプロジェクトの概要調査

第6次環境行動計画、関連する分野の戦略、EU法規の調査
LIFE＋の助成を受けた、モニタリング手法の指標開発の調査結果の検討

 指標は、プロジェクトの結果とインパクト（中期・長期にかかわらず）の2つに分けて考

え、さらに、効果のタイプとして下記の5つが特定された。

【効果のタイプ】

 これらの効果に基づき、分野ごとの「環境」「管理」の影響、また全分野にまたがる一般

13 なお、2014年度より新しいプログラム「LIFE multiannual work programme for 2014-2017」
が開始されており、新たな指標については現在検討中である。

環境（Environment）：
環境、自然、健康の状態の向上もしくは、脅威の減少

管理（Management）：
管理、計画、運営もしくは規制の向上

啓発（Awareness）：
問題となっている環境問題に関する幅広いステークホルダーの意識向上

モデル化（Demonstration）：
潜在的なユーザーに対する特定のモデル、方法、技術を示す“ショーケー

ス効果”

イノベーション（Innovation）：
エネルギーもしくは他の自然資源の節約、汚染防止や廃棄物削減のための

新技術の革新や開発、プロセスの改善
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的な「管理」「啓発」「モデル化」「イノベーション」効果に関する指標がまとめられた。

それらの指標を以下に示す。

表 8 LIFE（自然分野）の結果及びインパクトの指標

LIFE（自然分野） 

典型的な 

プロジェクト例 
結果の指標 インパクトの指標 

自然及び生物多様性

に関する地方自治体

の政策及び法、

特に、

指令 79/409/EEC及
び 92/43/EECの履行
に貢献するプロジェ

クト。

Natura2000ネットワ
ークのさらなる発展

と実現の支援。

環境： 

回復された／管理された生息

地（範囲 km2；優先的生息地の

数）

種及び生息地に好ましい保全

状態への準備（指令の附属書類

にリスト化されている種の数

／生息地数／優先的生息地数）

再導入された種（個体数）

管理された外来種の数（範囲／

優先的生息地の数）

管理： 

管理計画への合意（対象範囲／

パートナーシップ／特定され

た資金源）

パートナーシップの構築

土地利用への合意

土地購入及び土地補償措置の

実施

準備中の国内 Natura2000 ネ
ットワークの拡大

種の保護手段の向上

その他、自然保護を伴う地域／

国家的イニシアティブ

管理地域の生物多様性のため

のモニタリング体制の計画

多国間協力体制の構築

訪問者数／地域特性の認知度

の向上を目指す事業地域にお

けるレクリエーション施設の

設置（訪問者数）

環境： 

生息地管理への同意（範囲

km2）

種／生息地のために達成され

た好ましい保全状況

種の生存（個体群における個体

数／個体数）

管理された外来種（範囲／優先

的生息地の数）と繰り返し実施

が必要な活動の減少

種の個体群の増加（%／数）

管理： 

運営における管理計画

維持及び管理が遵守されるパ

ートナーシップ同意

非 LIFE資金に基づき、同意さ
れた生息地管理

計画に則った土地利用推進

国の政策及び法の変更（命令、

自治体／地方の保全イニシア

ティブ）

繰り返される資金調達ニーズ

の減少

達成された国内 Natura2000
ネットワークの拡大

保護／管理地域において種の

多様性及び数の定期的な反復

モニタリング

実施中の国家間協力

特定の場所で実施中の生物多

様性モニタリングシステム

レクリエーション施設での訪

問者数

出典：Ex-Post Evaluation of Projects and Activities Financed under the LIFE Programme Final Report 
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表 9 LIFE（気候変動）の結果及びインパクトの指標

LIFE（気候変動分野） 

典型的な 

プロジェクト例 
結果の指標 インパクトの指標 

温室効果ガス排出削

減

オゾン層破壊物質の

排出削減

洪水等の負の影響の

防止及び軽減を含む、

気候変動への適応

モデル等の利用によ

る気候変動及びその

影響の予測

温室効果ガス排出取

引及びその他の気候

変動管理システム

環境： 

二酸化炭素及びその他の温室

効果ガスの排出削減（トン／

年）

オゾン層破壊物質の排出削減

（トン／年）

洪水の悪影響から保護した土

地の面積（km2）

洪水の悪影響から保護した人

の数

管理： 

早期警告に利用される気候戦

略モデル

構築された欧州排出取引スキ

ームの数

改善されたモニタリングシス

テム（国家レベル、国際レベ

ル）

環境： 

二酸化炭素及びその他の温室

効果ガスの排出削減（トン／

年）

オゾン層破壊物質の排出削減

（トン／年）

洪水の悪影響から保護した土

地の面積（km2）

洪水の悪影響から保護した人

の数

管理： 

戦略会議レベルでの気候変動

に関する EU指標の数
構築された欧州排出取引スキ

ームの数

標準化され、互換性のあるモ

ニタリングスキームを共有す

る EU各国の数

出典：Ex-Post Evaluation of Projects and Activities Financed under the LIFE Programme Final Report 



47 

表 10 LIFE（水）の結果及びインパクトの指標

LIFE（水分野） 

典型的な 

プロジェクト例 
結果の指標 インパクトの指標 

表層水質の改善（化学

物質、生態、微小生物）

地下水の保護

海水浴場の水質

水資源及び飲料水の

質

都市の排水処理及び

廃水の水質改善

未処理の廃水の表層

水への排出削減

産業排水処理及び廃

水の水質改善（有害物

質を含む）

沿岸及び海洋環境

河川流域管理

環境： 

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：国家水質基準／

目標に合致した地域（ha）
地下水が水質改善した地域

（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

ECの 91/271規則の要件を満
たす都市排水の量（ ／年）

処理されるようになった都市

の排水の排出量（ ／年）

有害化学物質に関する水質が

改善された産業排水の排出量

管理： 

策定された河川流域管理計画

の数

管理計画が策定された河川流

域の面積（km2）

海洋環境の保護手法の開発

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

環境： 

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：国家水質基準／

目標に合致した地域（ha）
地下水が水質改善した地域

（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

ECの 91/271規則の要件を満
たす都市排水の量（ ／年）

処理されるようになった都市

の排水の排出量（ ／年）

有害化学物質に関する水質が

改善された産業排水の排出量

管理： 

実施された河川流域管理計画

の数

管理計画が実施された河川流

域の面積（km2）

海洋環境の保護手法の実施

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

出典：Ex-Post Evaluation of Projects and Activities Financed under the LIFE Programme Final Report 
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表 11 LIFE（自然資源及び廃棄物）の結果及びインパクトの指標

LIFE （自然資源及び廃棄物分野） 

典型的な 

プロジェクト例
結果の指標 インパクトの指標 

自然資源：

自然資源のより効果的な利

用

限られていて、影響を受けや

すい、もしくは再生不可能な

自然資源の利用の削減（その

他の原料による代替）

自然資源の持続可能な管理

及び利用

生産、暖房等に関連したエネ

ルギー消費

節水の方法

廃棄物：

地方自治体の固形廃棄物の

排出削減

廃棄物管理計画

原料別の廃棄物分別を含む、

廃棄物収集システム及び手

順

地方自治体の廃棄物処理、焼

却及び廃棄

有害物質／産業廃棄物処理

及び管理

農業及びその他のバイオ廃

棄物

廃棄物からの資源の回収及

びリサイクル

対象外：

廃水（水質分野）

環境： 

エネルギー消費の削減

（MJ／年）
水消費量の削減（ ／年）

限られた、もしくは再生不

可能な自然資源の利用の

削減（トンもしくは ／

年）

非有害固形廃棄物の排出

削減（トン／年）

有害廃棄物排出の削減（ト

ン／年）

廃棄物リサイクルの増加

（トン／年）

管理： 

限られた、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（1～5
段階）

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 1～
5段階）
廃棄物管理戦略の開発（対

象となる世帯数）

環境： 

エネルギー消費の削減

（MJ／年）
水消費量の削減（ ／年）

限られた、もしくは再生

不可能な自然資源の利用

の削減（トンもしくは 

／年）

非有害固形廃棄物の排出

削減（トン／年）

有害廃棄物排出の削減

（トン／年）

廃棄物リサイクルの増加

（トン／年）

管理： 

限られた、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（1
～5段階）
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 1～5段階）
廃棄物管理戦略の開発

（対象となる世帯数）

出典：Ex-Post Evaluation of Projects and Activities Financed under the LIFE Programme Final Report 
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表 12 LIFE（戦略的アプローチ）の結果及びインパクトの指標
LIFE（戦略的アプローチ分野） 

典型的な 

プロジェクト例 
結果の指標 インパクトの指標 

環境管理監査スキー

ム（EMAS）及び環境
影響評価（EIA）を含
む包括的環境管理及

び評価

エコラベル

環境にやさしい製品

及び統合的製品政策

グリーン調達

統合的沿岸域管理

持続可能なツーリズ

ム

持続可能な建築

特例：

統合的汚染防止管理

指令（IPPC）

クリーン・テクノロジ

ー

環境： 

環境分野における効果は、多

くの場合、定量化が不可能で

ある。このような場合は、定

性的評価が行われる。

環境にやさしい製品の導入

（重要度 1～5段階）
グリーン調達システムのも

と、購入された製品（企業数

＋環境経済的な重要度 1～5
段階）

持続可能な旅行手配による旅

行者の数

持続可能な建築原則に従って

建築された家屋数

管理： 

環境管理システム（EMAS他）
の導入（企業の年間実績）

環境評価システムもしくは手

続きの導入（件数）

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 1～5段階）
グリーン調達システムの導入

（重要度 1～5段階）
持続可能なツーリズムのガイ

ドライン導入（利用度 1～5
段階）

持続可能な建築ガイドライン

の導入（利用度 1～5段階）

環境： 

環境分野における効果は、多

くの場合、定量化が不可能で

ある。このような場合は、定

性的評価が行われる。

環境にやさしい製品の市場に

おける重要性（重要度 1～5
段階）

グリーン調達システムのも

と、購入された製品（企業数

＋環境経済的な重要度 1～5
段階）

持続可能な旅行手配による旅

行者の数

持続可能な建築原則に従って

建築された家屋数

管理： 

環境管理システム（EMAS他）
の利用（企業の年間実績）

環境評価システムもしくは手

続きの活用（件数）

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 1～5段階）
グリーン調達システムの増加

（重要度 1～5段階）
持続可能なツーリズムのガイ

ドライン適用（利用度 1～5
段階）

持続可能な建築ガイドライン

の適用（利用度 1～5段階）
出典：Ex-Post Evaluation of Projects and Activities Financed under the LIFE Programme Final Report 
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表 13 管理、啓発、モデル化、イノベーションに関する一般的な指標

結果 インパクト 

管理 
測定可能なもの： 

政治的に承認された法律／政策／

計画の数

新しい管理システムの実践範囲 

地域／国／国際（プロジェクト数）

新しいモニタリングもしくは評価

システムの範囲 地域／国／国際

（プロジェクト数）

採点するもの： 

ステークホルダーのキャパシテ

ィ・ビルディングの範囲

EU政策及び法の実施促進範囲

ケース・スタディ： 

上記の数字に表れる価値を裏付け

る証拠

測定可能なもの： 

開発及び導入されたシステム

が長期的に利用される範囲

（プロジェクト数）

採点するもの： 

環境管理及び／もしくは計画

における継続的な改善の範囲

管理キャパシティに関するモ

ニタリング／評価／管理シス

テムの長期的インパクト

既定分野における法／政策に

対するインパクト

ステークホルダーのキャパシ

ティ・ビルディングの範囲

ケース・スタディ： 

上記の数字に表れる価値を裏

付ける証拠

啓発 
測定可能なもの： 

啓発活動を受ける人数

採点するもの： 

地域、国レベルのメディアへの登

場回数

地域レベルでの普及啓発の向上の

程度

国レベルでの普及啓発の向上の程

度

国際レベルでの普及啓発の向上の

程度

ケース・スタディ： 

上記の数字に表れる価値を裏付け

る証拠

測定可能なもの： 

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

採点するもの： 

普及啓発が継続されるレベル

の範囲

ケース・スタディ： 

上記の数字に表れる価値を裏

付ける証拠
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結果 インパクト 

モデル化 
測定可能なもの： 

新しい手法、技術、もしくは実証

されたかパイロット的なアプロー

チ方法の数

採点するもの： 

ベスト・プラクティスの共有もし

くは拡大を促進するプロジェクト

の程度

ケース・スタディ： 

上記の数字に表れる価値を裏付け

る証拠

測定可能なもの： 

新しい手法、技術もしくはア

プローチが実施／繰り返され

る、その他のプロジェクト／

ケースの数

採点するもの： 

手法、技術、アプローチ法の

幅広い採用に導くプロジェク

トの程度

ケース・スタディ： 

上記の数字に表れる価値を裏

付ける証拠

イノベーション 
測定可能なもの： 

技術イノベーションの開発件数

プロセスのイノベーションの開発

件数

ケース・スタディ： 

上記の数字に表れる価値を裏付け

る証拠

測定可能なもの： 

実行可能かつ実践中の、技術

イノベーションの数

実行可能かつ実践中のプロセ

スにおけるイノベーションの

数

ケース・スタディ： 

上記の数字に表れる価値を裏

付ける証拠

出典：Ex-Post Evaluation of Projects and Activities Financed under the LIFE Programme Final Report 

【参考文献】

LIFEWEBサイト：http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm 
Guidelines for applicants 2014 LIFE Nature and Biodiversity 
Guide for the evaluation of Sub-programme Environment LIFE project proposals 
2014 
LIFE+ 2007 Indicators for the evaluation of the LIFE+ programme ―OUTPUTS 
Initial indicators 
LIFE+ 2007 Project output indicators 
LIFE+ Project outcomes (final) indicators 
（以上、すべて EC発行）
Directorate General Environment, Unit E.4.LIFE, Ex-Post Evaluation of Projects 
and Activities Financed under the LIFE Programme Final Report Part 1: 
Methodology and description of the LIFE Programme and its policy context, July 
2009
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②IUCN（国際自然保護連合）14

1. 団体概要
設立 1948年
目的 生物多様性の保全

オフィス及び職員

／メンバー組織

オフィス 45か所
職員数 1,000名超
200超の政府及び 900超の NGOを含む 1,200組織がメンバー

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
活動分野 ビジネス、経済、生態系マネジメント、環境法、森林保全、ジェ

ンダー、グローバル政策、海洋及び極地、保護地域、科学及び知

識、社会政策、種、水、世界遺産

活動内容 科学：1 万 1,000 名の専門家が種の絶滅リスクの国際的基準を策
定（レッドリスト）。

活動：生物多様性及び自然資源の持続可能な管理を目的とした数

百の保全プロジェクトが実践中。

影響：1,200 を超えるメンバー組織を通じて、国際的な条約、政
策及び法令に影響を与えている。

活動地域 全世界

3. モニタリング及び評価の実施
(1) モニタリングと評価の定義

モニタリング： 

モニタリングとは、活動の実践、目的の達成及び資源利用に関する進展を確認する

ため、マネジメント及びパートナーによって活用される情報の継続的な収集及び分

析である。モニタリングはその土地、地方、国際など様々なレベル、かつ、プロジ

ェクト及びプログラムレベルで何度も行われる。

評価： 

評価とは、結果及び組織的なパフォーマンスの達成に関する証拠を提供する、IUCN
の公的な活動である。評価は、プログラムやプロジェクト、政策、組織単位を含む、

様々な IUCNの活動を対象とし得る。

14 International Union for Conservation Nature and Natural Resources 
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(2) IUCNにおけるモニタリングと評価の種類
モニタリング： 

モニタリングは、組織のパフォーマンスを向上させるための、マネジメントツール

である。IUCNのモニタリングでは、たいてい内部（プロジェクトスタッフによる
ものを含む）で行われるが、プロジェクトレベルで、ドナーのために実施されるこ

とも珍しくはない。IUCNの組織レベルのモニタリング及び報告の際の重点は以下
の 3つがある。

プログラムのモニタリング

プロジェクトのポートフォリオ・モニタリング

プロジェクトのモニタリング

評価： 

評価は、内部もしくは外部から委託、もしくは、内部もしくは外部チーム、もしく

は混合チームによって実施され得る。IUCNで実施される主な評価の種類は下記の
通り。

プロジェクト評価

プログラム評価

戦略レビュー（組織パフォーマンス）

政策評価

(3) IUCNにおけるモニタリングの基準
●モニタリングの基準

具体性（Specific）
収集されたデータは、明確かつ直接的に目的の達成に関連してい

なければならない。収集された情報が具体的であれば、創出しよ

うとしている変化が起こるか否かを教えてくれる。

測定可能

（Measurable）

モニタリング前に、スタッフは、必要な情報が、実質的に、測定

可能な指標として利用できるように、収集できることを確認しな

ければならない。

帰属性

（Attributable）
測定された変化はすべて行った介入（Intervention）に帰属する
ものでなければならない。

関連性

（Relevant）

モニタリング結果は、選定された優先事項に貢献するものでなけ

ればならない。つまり、IUCN のグローバル・プログラムに合
致し、可能な限り、その結果の指標はモニタリングに含まれなけ

ればならない。

期限

（Time-bound）
モニタリングは無期限ではなく、ある一定期間、望ましい頻度に

おいて変化を記録しなければならない。
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●評価の基準

妥当性

（Relevance）

政策、プログラム、プロジェクトもしくは単位組織は、どの程

度、IUCN 及び／もしくはそのメンバー、及びパートナーの戦
略的目的に貢献しているか。それは、環境の観点において適切

か。

有効性

（Effectiveness）
政策、プログラム、プロジェクトもしくは単位組織は、どの程

度、その目的に合致し、優れた実践を行っているか。

効率性

（Efficiency）

政策、プログラム、プロジェクトもしくは単位組織は、どの程

度、資源を費用対効果高く使用しているか。達成した結果の質

及び量は、投資された資源に見合うものか。同様の結果を達成

するより費用効果的のよい方法はないか。

インパクト

（Impact）

介入（Intervention）の良い、悪い、一次的、二次的、また、直
接的、間接的、意図した、偶然の、長期的効果は何か。活動が

生み出した相違点はなにか。

持続可能性

（Sustainability）

政策、プログラム、プロジェクトもしくは単位組織はその継続

性の支援を内部で行える環境にあるか。活動及びアウトプット

は、開発支援終了後もどの程度まで維持されるか。

4. プロジェクトにおける評価の事例
2009年 12月、IUCNネパール事務所は、スイス開発社の支援を受けて実施していた
プロジェクト「Practical Innovation for Inclusive Conservation and Sustainable 
Livelihood」を終了した。以下では、本プロジェクトの最終評価報告書を基に、具体的
な評価事例を一部紹介する。

(1) 本プロジェクトの目的
 本プロジェクトの目的は、「ネパールにおける生物多様性、環境正義、持続可能な生

活の促進」である。また、スイス開発公社の支援は、IUCNネパールの全てのプログラ
ム及び長期目標に含まれる下記の分野にも貢献した。

1）利益の配分：自然資源に依存している、貧困層及び社会的に取り残された世帯にお
いて、薬用及び香料用植物（MAPs；Medical and Aromatic Plants）及び非木材林産物
（NTFPs；Non-Timber Forest Products）を公平かつ持続的に管理を行うための経済
的インセンティブが向上している。

2）土地ガバナンス：より優れたガバナンスシステムによって、地域のステークホルダ
ーが保全された土地を効果的かつ公平に管理することが可能になる。

3）新たなイニシアティブ：IUCN ネパールは、知識創出、フィールドでの実践及び政
策支援に関連して、新たなプログラムのニーズへの対応を強化した。



55 

(2) パフォーマンスの採点
外部レビュー

評価基準 プロジェクトの特定基準 採点

a. 妥当性

地域コミュニティへの適切性

国内及び国際的に優先とされる事項

適切な実施のアレンジメント

意図した目的と一致したアウトプット

5	

b. 有効性

意図したアウトカムの達成

論理的フレームワークによって定義された

目的に対するプロジェクトの進展

適切なプロジェクトのモニタリング、学習及

び評価計画

4	

c. 効率性

活動の実施

アウトプットの実現

アウトプット伝達の質とタイムライン

適切なプロジェクト実施のアレンジメント

4	

d. インパクト

保護の普及及び活動におけるインパクト

利益共有及び土地ガバナンスにおけるイン

パクト

持続可能な生活におけるインパクト

4	

e. 持続可能性

設立及び促進させた組織の持続可能性

ステークホルダーにおけるプロジェクトへ

の当事者意識と参加

確立されたネットワークの質

その他のイニシアティブを活用した成功

3	

採点：

 5：Exceptional 
 4：Above Exceptional 
 3：Satisfactory 
 2：Less than Satisfactory 
 1：Poor 
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(3) プロジェクト評価のフレームワーク
目的の階層 指標 確認資料

プロジェクトの目的

ネパールにおける

生物多様性、

環境正義、

持続可能な生活の促進

この段階の最後には、プロジェクトは以下に貢献している予定である。

生物多様性：

持続可能な生物多様性保全に対する脅威が効果的かつ公正な方法によ

って減少した

生態系による財及びサービスの状況及び流れが持続可能な方法で向上

した

環境正義：

貧困層及び社会的に疎外された世帯（PSE；Poor and Socially 
Excluded）及び女性が、生物多様性保全における政策決定に意見表明及
び積極的に参加する機会が増加した

PSE世帯による自然資源へのアクセス及び管理が向上した
世帯の民族もしくは経済的状況にかかわらず、生物多様性保全のコスト

及び利益の配分における公平性が向上した

持続可能な生活：

PSE世帯の生活に対する自然資源保全による直接的・間接的な利益が増
加した

参加した世帯、特に女性及びPES世帯の持続可能な生活の保障が向上し
た

社会的目標（保健、教育ほか）に利用され、女性の管理下にある自然資

源の経済的利益が向上した

要素間の関連性：

生物多様性、環境正義及び持続可能な生活の間の相乗効果及びトレード

オフがあらゆるレベルで向上した

生物多様性評価報告書

進捗報告書

主要情報提供者の調査

意識調査

世帯の生活調査及び定期的評価

プロジェクト目標の3つの要素間
の相乗効果及びトレードオフに関

する調査

一般参加型最終評価
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目的の階層 指標 確認資料 前提

プロジェクト アウトカム１―利益共有

Doti 地域の選定されたコ
ミュニティ・フォレストの

利用グループにおいて、ま

た、国内の他地域のコミュ

ニティ・フォレスト・グル

ープに対するする国家政

策を通じた、薬用及び香料

用植物（MAPs）及び非木
材林産物（NTFPs）の公
平な管理によって、貧困層

及び社会的に疎外された

家庭及び女性のアクセス

及び利益配分が改善され

る

プロジェクトの終了後において：

NTFP及びMAPs管理及びマーケティングに関
連した、新しく制定された、もしくは修正され

た法律及び政策の50％が、自然資源に依存した
貧困層、社会的に疎外された家庭及び女性の利

益に対応している

コミュニティ・フォレストにおけるNTFP及び
MAP資源の利益へのアクセスの公平性が、性、
民族、経済的状況にかかわらず35％向上してい
る

PSE世帯の45％が、適切かつ持続可能なNTFP
及びMAPの管理実践を行っている
PSE世帯のコミュニティ・フォレストメンバー
に対する、NTFP及びMAPによる経済的利益
（社会的及び生態学的基準によって生産及び

収集された植物・林産物によるもの）が15％を
増加した

一般参加型最終レビュー

プロジェクト報告書

コミュニティによる自己

評価

進捗報告書

コミュニティ・フォレスト

もしくは保全グループの

NTFP及びMAP販売記録

プロジェクトサイトにおけ

る政治的社会的保障の安定

対象とした受益者への十分

なコンタクト

深刻な流行病の蔓延がない

深刻な気候変動の影響がな

い（干ばつ、洪水など）

NTFP及びMAPに関連し
て、深刻な市価変動や経済

危機がない
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【参考文献】

IUCN Monitoring and EvaluationWEBサイト：
https://www.iucn.org/knowledge/monitoring_evaluation/ 
IUCN M&E Initiative「Managing Evaluations－A Guide for IUCN 
Programme and Project Managers」2004 
IUCN「The IUCN Monitoring and Evaluation Policy」November 2013 
IUCN Nepal「Final Project Evaluation Practical Innovation For Inclusive 
Conservation and Sustainable Livelihood」December 2009 
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③地球環境ファシリティ（GEF） 

1. 団体概要
設立 1991年
目的 活動対象分野におけるプロジェクトに対して資金を供与し、地球環境

保全に資すること

収支

（2012年度）
歳入：約 2億 9,000万米ドル（約 345億円）15

支出：約 2億 3,000万米ドル（約 274億円）
対象分野

（テーマ）

分野：生物多様性、気候変動、国際水域、土地劣化、化学物質及び廃

棄物、ならびに持続可能な森林管理

横断的テーマ：成果に基づくマネジメント及び学習、地球基金及び官

民パートナーシップ、キャパシティ・ビルディング、小規模補

助金プログラム、ジェンダー主流化、小島嶼開発途上国、統合

プログラム

助成方法 開発途上国及び市場経済移行国が、地球規模の環境問題に対応した形

でプロジェクトを実施する際に追加的に負担する費用について無償資

金を提供している

実施機関 実施機関：世界銀行、国連開発計画及び国連環境計画

執行機関：アジア開発銀行、米州開発銀行、アフリカ開発銀行、欧州

復興開発銀行、国連工業開発機関、国連食糧農業機関、国

際農業開発基金

対象地域 全地域

2. GEFにおける評価
（１）評価の種類

GEFは様々な側面で評価を実施している。
パフォーマンス評価 GEF 審議会、GEF のパートナー及びステークホルダーに対

して、現在進行中の GEF のポートフォリオの改善状況とと
もに、ポートフォリオ全体にわたるプロジェクトモニタリン

グ及び評価の質をフィードバックするために実施する評価

対象国別の評価 当該国における GEFの支援の総合性を分析し、GEF支援に
よる活動が、いかに国の戦略や優先事項、及び GEF の優先
事項である国際環境の利益に適合しているか検証するために

実施する評価

15 資料作成時点 1米ドル＝119円で計算。
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影響評価 GEFによる支援の長期的な影響を検証し、それがどのように
達成され、それを強化するために何をすべきか決定するため

に実施する評価

テーマに特化した評価 当該テーマについて、GEF における活動全般について評価
し、意思決定や教訓の抽出のために実施する評価

（２）評価及びモニタリングの基準

GEFは、「GEFモニタリング及び評価方針 2010」を発行しており、モニタリング及び評
価について、実施の際の原則や指標をまとめている。

① 評価に関する原則及び主要な指標

原則 独立性

信頼性

有用性

公平性

透明性

公開

倫理性

利害関係者による評価への参画

評価者の資格の能力

指標 妥当性

有効性

効率性

インパクト

持続可能性

※上記 5 つの指標については、すべての評価においてこれら全部を検証する必要はないと
されている

② モニタリングに関する原則及び主要な指標

原則 信頼性

有用性

公平性

透明性

公開

利害関係者によるモニタリングへの参画
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指標 明確性

測量可能性

達成可能性及び帰属可能性

関連性及び現実的

期限設定、適時、追跡可能及び対象設定

3. 評価事例（影響評価）
GEF は「年次影響報告書」において、評価が完了したプロジェクトについて評価結果と
ともに、現在進行中の影響評価についてもその進捗状況を公表している。下記は 2012年に
公表された年次影響報告書にまとめられた、南シナ海及びその近隣地域の環境保全活動に関

する影響評価である。

（１）活動概要

活動名 南シナ海及びその近隣地域の環境保全

活動内容 1992 年より、経済発展に伴う南シナ海の汚染や乱獲に対処するた
め、複数の国家海域にまたがる活動を支援してきた。

費用 （単独）総額 1億 1,500万米ドル（約 136億 8,000万円）
プロジェクト数 34プロジェクト

（２）評価期間・評価手法

 本プロジェクトの影響評価については、約 1年かけて 5か国 29か所の地域への現地調査
を行うとともに、政府関係者、GEF のプロジェクト代表者、受益者、及び地域組織などに
おける約 400名に対してインタビューを行った。

（３）評価の目的・観点

GEF による支援が、タイ湾を含む南シナ海における社会的・経済的・環境的サービスに
影響する越境環境問題への対処のため、どの程度寄与しているか分析することを目的とし、

下記の評価設問を設定して評価が行われた。

支援内容が、南シナ海における越境環境問題や優先事項に対して妥当性あるものだ

ったか

どのような効果（好影響と悪影響、意図したものと意図しないもの）があったか

環境問題を軽減し、環境的及び社会経済的な地位の改善のため、GEF による支援
がより広範囲の活動を促す触媒となる可能性に影響を与える重要な要素は何か

南シナ海や他の地域に当てはめられるような教訓は何か
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（４）評価結果・成果

① 南シナ海における環境問題は継続的に増加しているものの、GEF は、地域的な越
境問題への対処に関連して重要な役割を果たした。

② GEF は、越境問題に対処するため、多様な規模のイニシアティブとの関連付けや
他の資金提供者や利害関係者へのチャネル提供において、当該地域において重要

な役割を果たした。

③ GEF は、比較可能な 26事例のうち 21 事例において、環境問題を軽減するため、
及び社会経済的状況を改善または維持する取組を支援した。

④ GEF が支援する取組が広範囲で採用されたことは、環境問題に対して適切な規模
で十分対処するために必要である一方、さらなる前進のためにはいくつかの制約

が残っている。

⑤ 南シナ海及び近隣地域における GEFプロジェクトにおいて、環境モニタリングデ
ータへのアクセシビリティ、マネジメントへの活用、及び環境モニタリングデー

タの報告について重要な欠陥が見つかった。

（５）提言

① GEF は、国家及び地域的組織における越境問題により本格的に取り組むために
GEFのパートナーシップを十分活用すべきである。

② 地域的な環境財・サービスに関連した問題に対処するため、GEF は支援している
国と協働することに注力すべきである。

③ GEF は、より広範囲な地域戦略における地域的メカニズムの役割と関連性をより
明確に定義するとともに、次の支援段階が終了するまでには、地域サービスの費

用を完全にカバーするための共同融資をさらに増加させるため、当該国及び寄付

者のコミットメントを確保すべきである。

④ 国連開発計画は、南シナ海で融資しているプロジェクトにおける社会的リスクを確

実に認識し、対処する必要がある。

⑤ 南シナ海と近隣地域における GEFの国際海域支援については、より堅牢なプログ
ラム的アプローチを開発すべきである。

⑥ GEF が支援する影響モニタリング及び関連する報告システムについては、当該地
域における能力や優先度に合致するとともに、近年急速に発展している使用者に

やさしくかつ金銭的にも可能な技術に柔軟に対応すべきである。

⑦ 影響モニタリング及び評価に関するデータについてはGEFの評価局において適時
かつ透明性があるように入手可能にすべきである。

⑧ 本評価による成果を他の重要地域における戦略に適応可能な場合に考慮に入れる

べきである。
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4. NGOキャパシティ・ビルディングプロジェクト
GEFは、直接 NGOや地域に根差した組織に対して最高 5万米ドルまで資金を供与する
少額無償プログラム（SGP）も提供しているが、この中に、欧州連合（EU）の融資によ
る「NGO プロジェクトのキャパシティ・ビルディングによる環境ガバナンス強化プロジ
ェクト」がある。本プログラムの目的は、EU周辺東側及び南側に位置する対象国（アル
メニア、ベラルーシ、エジプト、ヨルダン、レバノン、パレスチナなど）における NGO
のキャパシティ・ビルディングを行うことにより、市民社会の環境ガバナンスへの参画を

促し、対象国における持続可能な発展と環境マネジメントを改善することである。つまり、

NGO の内部及び対外的な能力を強め、環境ガバナンスのためのプロフェッショナルな技
術を発展させることである。

本プログラムの申請要件としては、当該NGOの活動がGEFの対象分野と合致しており、
かつプロジェクトへの資金提供が GEF の少額無償プログラムにおける国別プログラム戦
略の目的に資することが必要とされている。そのために、申請者は少なくとも一つの当該

国における重要な環境的優先事項を選択し、かつ、プロジェクトが資すると考える「能力

成果アウトカム」を下記①～⑤の中から少なくとも 1つ特定しなければならない。

能力結果アウトカム①： エンゲージメントの能力

能力結果アウトカム②： 情報及び知識を生み出し、アクセスし、及び利用する能力

能力結果アウトカム③： 戦略、政策及び法規制の作成のための能力

能力結果アウトカム④： マネジメント及び実施の能力

能力結果アウトカム⑤： モニタリング及び評価の能力

さらにすべての申請者は、上記 5つの「能力結果アウトカム」に関連する事前質問票に
回答して自己評価を行い、申請時に提出するとともに、プロジェクト完了後にその進展状

況をモニタリングするため、事後質問票にも回答しなければならない。

事前及び事後自己評価質問票（抜粋） 

1. エンゲージメントの能力 

【事前】 

あなたの組織は国家または地方政府の環境ガバナンス及びマネジメントに関わる政策分

析及びダイアローグの過程に参画していますか。例えば、諮問プロセスや政策議論、専門

家パネルまたは円卓会議などを先導または支援していたなど。

【事後】 

（対内的）このプロジェクトは、環境ガバナンス及びマネジメントに関連する政策ダイア

ローグや分析の過程に参画する組織の能力の改善に寄与しましたか。
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（対外的）このプロジェクトによって、あなたの国の環境ガバナンス及びマネジメントに

関わる諮問メカニズムへの参画は強化されましたか。

2. 情報及び知識を生み出し、アクセスし、及び利用する能力 

【事前】 

あなたの国における環境情報の状況を教えてください。環境情報は容易に入手可能であ

り、ステークホルダーで共有されていますか。あなたの国では環境情報のマネジメント及

び普及のための適切なインフラがありますか。

国レベル及び地方レベルにおける環境情報のアクセス及び共有について、あなたの組織の

役割は何ですか。あなたの組織は、環境問題の原因をつきとめ潜在的な解決方法を理解す

るための適切な情報を、伝えかつ利用するスキルと知識がありますか。説明してください。

【事後】 

（対内的）このプロジェクトは、環境ガバナンス及びマネジメントに関連する情報及び知

識を生み出し、アクセスし、及び利用するための組織の能力の改善に寄与しましたか。

（対外的）このプロジェクトによって、国レベルまたは地方レベルの環境問題及び解決策

への認知度は強化されましたか。

3. 戦略・政策・法規制の作成のための能力 

【事前】 

あなたの国における環境政策、戦略、及び法規制の状況を教えてください。現在の状況は、

環境問題に対処したり解決策を促進するために適当ですか。政策や法規制は施行され、実

施されていますか。

あなたの組織は、環境ガバナンスやマネジメントに関わる国家レベルまたは地方レベルの

効果的な環境政策・法規制・戦略・計画の作成に関わっていますか。

【事後】 

（対内的）このプロジェクトは、環境戦略・政策・法規制の作成に参画するための組織の

能力の改善に寄与しましたか。

（対外的）このプロジェクトは、国家レベルまたは地方レベルの戦略・政策・法規制に対

してどのような影響を与えましたか。

4. マネジメント及び実施の能力 

【事前】 

あなたの組織には、環境戦略・政策・法規制を実施するためのプロジェクトやプログラム

を実行するための能力がありますか。

制約は何ですか。例えば、必要なスキル、資源、ビジネスプラン能力、資金または技術へ

のアクセスの欠如など。

【事後】 

（対内的）このプロジェクトは、環境関連プロジェクト及びプログラムを管理及び実行す
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るための組織の能力の改善に寄与しましたか。

（対外的）このプロジェクトは、環境関連プロジェクト及びプログラムの実施にどのよう

な影響を与えましたか。

5. モニタリング及び評価の能力 

【事前】 

あなたの国における国家的な環境モニタリング及び評価システムはどのような状況です

か。このシステムは計画プロセスや意思決定、または政策実現に影響を与えたり情報提供

していますか。

あなたの組織には、環境問題やその傾向を効果的にモニタリング及び評価するための役割

はありますか。

【事後】 

（対内的）このプロジェクトは、環境問題とその傾向をモニタリング及び評価を実施する

ための組織の能力の改善に寄与しましたか。

（対外的）このプロジェクトは、環境問題やその傾向をモニタリング及び評価するための

国家及び地方の能力にどのような影響を与えましたか。

【参考資料】

GEFウェブサイト、評価及び研究に関するページ
http://www.thegef.org/gef/eo_office
The GEF Monitoring and Evaluation Policy, 2010 
GEF Annual Impact Report 2012 
（以上、すべて GEFが発行）
GEF少額無償プログラムのページ
https://sgp.undp.org/index.php 
UNDPの地域開発のページ
http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/environmentandenergy/strate
gic_themes/local_development/Env-Gov-EU-NGOs-project/ 
EU-NGOs Project: Strengthening Environmental Governance by Building the 
Capacity of Non-Governmental Organizations (NGOs) 
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④The Nature Conservancy（TNC） 

1. 団体概要
設立 1951年
ビジョン すべての生命が成り立つ大地と水の保護

収支（2013年度） 収入：9億 4,917万米ドル（約 1,124億 1,020万円）
【内訳】手数料及び寄付： 4億 3,905万米ドル
    政府からの補助金： 1億 2,071万米ドル

投資利益： 1億 2,672万米ドル など
支出：7億 1,732万米ドル（849億 5,220万円）
【内訳】自然保護活動： 3億 9,889万米ドル
    保全地及び地役権の購入： 1億 1,397万米ドル
    運営： 1億 1,545万米ドル
    募金活動： 6,691万米ドル など

報告書の発行状況 年次報告書、会計報告書、及び Form990を毎年発行

2. 活動概要
活動分野 自然保護全般（砂漠、森林、草原、河川、湖沼、海、海岸）

現在注力している分野は、気候変動、熱帯雨林、サンゴ礁、移住

性鳥類、土地保全、人々と保護、スマートな開発

活動地域 米国 50州、海外 35か国

3. 評価事例
本団体のウェブサイトでは、活動の評価は公開していない。しかし、個別のプログラム

において評価を実施しているものもある。下記は、アメリカ国際開発庁（USAID）から
の補助金を受けて実施したプログラムであり、USAID のウェブサイト上で公開されてい
る評価報告書である。

（１）活動概要

活動名 危機的状況にある自然公園プログラム

活動期間 1990年以降
活動内容 ラテンアメリカ諸国及びカリブ諸国における、最も危機的状況に

ある生物学的に重要な公園及び保護区の長期間にわたる保全活動

活動形態 USAIDによる補助金を受け、官民連携による活動を展開



67 

（２）評価手法

 本プログラムの成功度合を図るため、「機能的な（functional）」な保護地域を図る手法を
開発した。

① 手法開発の目的

特定のサイトにおける支援について、プロジェクト全体に関わる複数年の目標を立

てることにより、関わる人員の変更があっても、サイトにおける保全プログラムが

毎年正しい方向性にあることを維持すること

特定のサイトにおけるプログラムについて、その目標がいつ達成されたのか、TNC
と USAIDが認識可能となること

② 評価指標

保護地域の最終的な理想の状態を「サイトの安定化（site consolidation）」とし、現在
の脅威に対処及び困難をマネジメントするツール・基盤・職員が整っているとともに、将

来発生する脅威に対応する能力がある状態としている。サイトの安定化の指標は下記の通

りである。

＜危機的状況にある公園の安定化に関する得点表＞

基礎的な保護活動 自然の基盤

サイトの職員

訓練

土地の保有状況

脅威の分析

保護サイトの立場に関する公式の宣言

長期的な

マネジメント

保護地域の特定及びそのバッファー地域の管理

サイトにおける長期的管理計画

保全科学の必要性の評価

モニタリング計画の開発及び実行

長期的な資金繰り NGOの自給計画
プログラムのサイトにおける長期的な資金計画

地域の構成要素 支持層の広いマネジメント委員会及び技術諮問委員会

資源利用の両立へのコミュニティの参画

国家・地域・特定の場所における政策目標の作成

環境教育プログラム

出典：Measuring Success: The Parks in Peril Consolidation Scorecard Manual, 2003 
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各指標について 5段階評価を実施し、評価の結果、16指標すべてについて 4以上の評価
が付いた場合、その際とは安定化したとみなされる。

【参考資料】

The Nature Conservancyウェブサイト
http://www.nature.org/
Measuring Success: The Parks in Peril Consolidation Scorecard Manual, 2003,
（USAID発行）

5： 優良である（保護地域において適切なマネジメントが確保されている）
4： 適当である（保護地域が機能的である）
3： 進歩がみられる（保護地域が機能的になってきているがまだ不十分である）
2： 活動開始（保護地域を機能的なものにするための進歩はまだみられない）
1： 何も実施されていない（保護地域は全く機能的でない）
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⑤Wetlands International

1. 団体概要
設立 1954年（国際組織及び基金となったのは 1995年）
ビジョン 湿地の美しさと湿地が支える生命、また生み出す資源のために、

湿地が大切にされ、育まれている世界

ミッション 湿地及びその資源と生物多様性を維持し、回復させること

目的（ゴール） 湿地が賢く利用され、以下の役割を果たすよう回復されること。

・人の幸福及び地域の生活を向上させる

・生物多様性を保全する

・水の循環を維持する

・気候変動とその影響を削減する

支部・職員数 本部：オランダ

支部：ヨーロッパ、アフリカ、南・東・北アジア、オセアニア、

ラテン・アメリカに 15オフィスを開設
職員数：全世界で約 150名

収支（2013年度） 収入：約 944万ユーロ（約 14億円）
  【内訳】政府・公共機関による補助： 39％
      民間基金及び企業による補助： 57％ など
支出：約 926万ユーロ（約 13億 6,000万円）
  【内訳】戦略目的の実施： 88.2% 
      ファンド・レイジング： 3.3％
      管理運営： 8.9％  など

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
活動分野 持続可能な暮らし／生物多様性／水／気候／グリーン・エコノミ

ー

主な活動地域 北極地域／地中海及び黒海／ロシア／チベット／マリ／ラテン・

アメリカ／西アフリカ／アルゼンチン／インド／東南アジア／イ

ンドネシア

他組織との連携 世界各国の専門家ネットワーク及びパートナーを持つ
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3. 活動の長期的目標と 2011-2015ターゲットの設定
Wetlands Internationalでは、目的を達成するため、湿地の生態系サービスを保全・
強化する 5つの活動分野における長期的目標を設定し、それらを達成するため、12の 5
年間のターゲットを設定した。このターゲットをアウトカムとして、各地域及び各国に

おいてそれぞれのターゲットに落とし込むと同時に、関連する戦略及びプログラムを設

定している。

4. 達成状況の報告
 また、年次報告において、その達成度を具体的な活動と共に報告しているほか、3年
ごとに中期評価を行い、3段階で公表している。

（1）年次報告での報告例

【持続可能な暮らし】

●長期的目標：

湿地の賢い利用を通して、人の幸福及び地域の暮らしを向上させる

●ターゲット 1：
20の湿地の賢い利用及び回復が持続可能な暮らしの発展につながり、その結
果、少なくとも 20万人の資産基盤の強化をもたらす。

●年次報告書 2013に記載された具体的な活動結果：
レジリエンス（回復力）プログラムのパートナーを通じ、種子バンクの設

立や改良された農作業の促進等、様々なアプローチによる災害リスク削

減を達成し、6か国の 24,000人がその生活を多角化・強化することがで
きた。

ガンビア及びギニアビサウでは、マイクロクレジット計画、粉砕機、野菜

農園開発のための給水ポンプ、また、15ha のマングローブの回復によ
り可能になった天日製塩などを通じて、250世帯の収入が増加した。我々
は、コミュニティに技術支援を行い、住民にマイクロクレジット研究所

を紹介した。

・・・（略）
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（2）中期評価の例

ターゲット 1の評価内容：★☆☆
この 3年間、西アフリカ、南・東南アジア、アルゼンチンの 9つの主な湿地の賢い利用
及び回復を通して、もしくは関連して、我々のプロジェクトは 4万人以上の生活を直接
的に向上させることができた。政策及び実践（その他のターゲットにおいて報告されて

いるものを含む）へ影響を与えることによって、土地及び水利用へ影響を与える我々の

仕事は、間接的にもさらに多くの人の生活を支援してきた。

5. コミュニケーションとアドボカシー（支援運動）
 現在、Wetlands International は、新しいブランド戦略によって、より自分たちの立場
を象徴したビジュアル・アイデンティティを策定した。というのも、組織の認知度及びポジ

ショニングは、ファンド・レイジングの成功に非常に重要だという認識からである。

 また、年次報告書では、メディアでの掲載成果やアドボカシー活動の紹介、また、ウェブ

サイト及びソーシャル・メディアへのアクセス数等の分析も行われている。

【参考文献】

WEBサイト：http://www.wetlands.org/ 
Annual Report and Accounts 2013 
Annual Plan and Budget 2013 
Strategic Intent 2011-2020 
3 year track record  
（以上、すべてWetlands International発行）


