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別冊資料 3. 文献調査に基づく評価指標の選定資料  
■本資料は、国際協力 NGO センター(JANIC)による「東日本大震災 市民社会による支援活動 合同レ

ビュー事業 検証結果報告書 ~国際協力 NGO の視点から~」（以下、報告書）の別冊資料です。 
■報告書の全文は、JANIC ウェブサイト（http:// www.janic.org/mt/pdf/eqreview.pdf）に掲載しています。 

 

報告書では、今次の災害対応に関する文献からサンプリングした 232 の課題を整理、分析し

て支援の実態の大枠を掴んだ上で、国際的な評価指標である DAC 評価項目、「人道支援の説明

責任と品質管理に関する HAP 基準 2010」（以下、HAP 基準）、Active Learning Network for 
Accountability and Performance （以下、ALNAP）チェックリスト、スフィア・プロジェクト

から、東日本大震災の支援活動の文脈に合う 16 の指標を選定し、本事業参加者からあげられた

意見をテーマ 1 から 10 として分け、東日本大震災における外部支援団体の支援活動の検証を行

った。以下は、10 のテーマと 16 の関連する指標である。 

# テーマ 関連する指標 参照元 
1 現地のニーズに合った支援が行われていたか ・妥当性 DAC 
2 支援は包括的に実施されていたか ・被覆率 

・ジェンダーの平等 
・ 特別な支援 

DAC 
ALNAP 
Sphere 

3 支援の結果、人々をさらなる危害に曝さなかったか 7 ・対処戦略と回復力 
・害を与えない 

ALNAP 
Sphere 

4 受益者への説明責任は果たされていたか ・責務の設定と遂行 HAP 基準 
5 地元関係者の意見は反映されていたか ・クレーム対応 

・参加 8  
HAP 基準 
HAP 基準, 
ALNAP 

6 常に見直しと改善が行われていたか ・学習と継続的な改善 HAP 基準 
7 短期的な支援は長期的な支援に繋がっていたか ・連結性 DAC 
8 スタッフの安全は確保されていたか ・スタッフの安全管理 People in Aid 
9 組織に十分なキャパシティがあったか ・人材と人事管理 

・資金体制 
ALNAP 
- 

10 他の団体と連携や協力はできていたか ・情報共有と調整 
・協働 

Sphere 
Sphere 

  

 
 本資料では、16 の評価指標の選定プロセスを記す。 

                                                      
7 権利保護の原則 1 を参照。紛争や暴力を意識した文面ではあるが、今次の災害の文脈で捉え直す。 
8 ALNAP の分野横断テーマおよび HAP の達成目標から。 
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1. 文献調査による支援の実態の把握  

まず、東日本大震災で実施された外部支援に関する既存の資料 9から、232 の問題が指摘され

ている事例や好例、意見をサンプルのトピックとして抜出し整理した。これらは内容ごとに以下

のカテゴリーに分類される。 
 
問題区分（大） 問題区分（中） トピック数 10 

団体の組織内部問題 意思決定プロセス 15 
組織体制・マネジメント 15 
人的・財的資源（キャパシティ） 17 

連携問題 情報共有 15 
調整 35 
ボランティアの受け入れ・マネジメント 19 
パートナーシップ 74 

外部環境 社会的背景や制度・政策など 42 

 
2.国際的な評価基準の把握  

次に、国際的な評価指標の項目を把握した。以下に主要なものの概要を記す。 
 

DAC 評価項目  
国際協力における開発事業の評価では、計画段階で経済協力開発機構(OECD)の開発援助委員

会(DAC)が 1991年に開発した評価 5項目すなわち、妥当性(Relevance)、有効性(Effectiveness)、
効率性(Efficiency)、インパクト(Impact)、自立発展性(Sustainability)が最も一般的な評価項目

として設定されている。これに沿った目標値を計画段階で設定し、その値に対する達成度やその

見込みをもって事業の評価を行うことが標準的な評価手法である。また、2000 年頃からは、こ

れを発展させた以下の 7 項目を文脈に合わせ部分適用するのが主流となっている 11。 
妥当性/適切性(Relevance/Appropriateness) 連結性(Connectedness) 

一貫性(Coherence) 被覆率(Coverage) 効率性(Efficiency) 

有効性(Effectiveness) インパクト(Impact) 

 
評価者は、なるべくすべての DAC 評価項目を評価することが求められるが、緊急支援や人道

支援の評価について多くの報告書をまとめている ALNAP は、緊急支援時には下記の制約があ

るため、文脈を重視し、現実に即した評価を実施することが重要であるとしている。 

・ スタッフの入れ替わりが激しいこともあり、データや情報を得るのが難しい 
・ 短期間で計画され目標や指標の設定がされずに活動が開始されることが多い 
・ 混乱した状況で実施され、環境も目まぐるしく変化するため、事後の原因確認が難しい 
 

                                                      
9 （文献 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-6 および 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5） 
10 抽出されたトピック数は課題区分の重要度を意味しない。 
11 文献調査で参照した既存の評価報告書（文献 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5）においても、5 つの報告書のうち、

3 つが明確に OECD/DAC5 項目を基礎とした評価項目を用いている。 
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ALNAP 分野横断別チェックリスト 

DACの評価項目外の内容に関しても、ALNAPはDACの基準を用いる際のガイドライン 12に

おいて、評価項目と共に重要な分野横断的テーマのチェックリストとして、文脈に合わせ 13、

以下 8 点も考慮することを推奨している。 
対象地域の文脈の理解と影響(The influence and understanding of local context) 

人材と人事管理(Human resources and management) 人道的視点から見た保護（Protection） 

受益者の参加（Participation of primary stakeholders） 環境(Environment) 

対処戦略と回復力(Coping strategies and resilience) HIV/エイズ(HIV/AIDS) 

ジェンダーの平等(Gender equality) 

本書でも、これらを DAC の評価指標と同様に、検証対象として検討する。 
 
HAP 基準  

HAP 基準は、「人道支援の受け手である受益者自身が、その支援プログラムの計画立案、実施、

評価に関わる機会のつくり方、支援団体が積極的に受益者からフィードバックをもらう仕組み作

りなど、一般的には資金提供者に対して果たすものと限定的に考えられがちな説明責任（アカウ

ンタビリティ）を、受益者に対しても果たしていくという、一段と質の高い支援活動を目指す際

に取り組むべき目標を定めた国際的な基準」である。HAP 基準では説明責任を「権限の行使に

よって影響を受ける人の権利」とし、「被災者に対する説明責任は、被災者の必要性に応じた質

の高い事業の開発を促進し、失策、悪用、汚職の可能性を減らす」という意義を付与している。 
本事業の文献調査では、DAC 評価 7 項目および ALNAP の分野横断的 8 テーマに加え、HAP

基準における、6 つの達成目標（責務の設定と遂行、職員の能力、情報共有、参加、クレーム対

応、学習と継続的な改善）を評価指標の案とした。 
 
スフィア・プロジェクト 

スフィア・プロジェクトは、1997 年に人道援助を行うNGOのグループと国際赤十字・赤新月

運動によって開始された。その目的は、災害援助における行動の質を向上し、説明責任を果たせ

るようにすることであり、 (1)災害や紛争の被災者には尊厳ある生活を営む権利があり、従って、

援助を受ける権利がある、(2)災害や紛争による苦痛を軽減するために実行可能なあらゆる手段

が尽くされるべきであるという 2 つの中核をなす信念がスフィアの原理となっている 14。 
 
今次の災害支援を検証するための評価指標の選定  

 以上の国際的な評価指標から、21 の評価指標案（表 1）が抽出され、実際にレビューの視点

として採用する指標を絞り込むため、文献調査によって整理された 232 のトピックと照らし合

わせ、東日本大震災の文脈に合わない指標・現実的に検証が困難な指標を除外し、国際的な評価

指標にはないが、文献調査で指摘が多かった「資金体制」を加えて、本事業で用いる 16 の評価

指標案が抽出された。 

以下の表は、16 の指標に絞り込むための検討過程を記したものである。「検討ポイント」には各

指標の考え方が、「検討結果」には、合同レビュー事業で評価指標として用いるかの結論と、結

                                                      
12
（文献 3-3） 

13 ハイチの合同評価の事例（文献3-7）では、このうちHuman Resources and ManagementおよびHIV/AIDS
の 2 つを除いて評価に用いられている。 
14 文献 3-15 
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論に至った理由が記されている。また、「参考資料の該当数」では、文献調査によって得られた

232 の課題のうち、各指標に該当するものの数を記したものである。 

  

表  1 検討された評価指標とそのポイント 15 
 指標 参考資料の該当

数 16 
1 妥当性/適切性(Relevance / Appropriateness) 23 

検討ポイント 妥当性は、事業が地域のニーズや優先順位に基づいていたか 
適切性は、人道支援活動が、地域のニーズに合っており、主体性（オーナ

ーシップ）、信頼性、費用有効性などを向上させるものだったか 
検討結果 【結論】レビューの視点として採用する 

【理由】支援と現地のニーズの間に乖離があった例が文献調査でも報告さ

れている。ニーズに基づかない活動が現地への「支援の押し付け」になり、

地元の自立的復旧・復興の妨げになってしまった可能性がある。これが事

実であれば、その原因を究明し、再発防止に努めることは支援の質の向上

に直結する 
2 連結性(Connectedness) 8 

検討ポイント 連結性は、短期的な緊急支援活動を実施する際に長期的な支援や長期的に

想定される問題を念頭に置いていたか 
検討結果 【結論】レビューの視点として採用する 

【理由】本事業では、市民社会による支援の中でも、NGO など、外部支

援を中心に振り返る。緊急支援のフェーズを抜けた後は多くの外部支援団

体は「出口戦略」を検討するフェーズに入り、復旧・復興の担い手は地元

のステークホルダーに移行していった。しかし文献調査では、外部支援か

ら地元団体への十分な引き継ぎがなく混乱を生んだ例が見られた。この点

は、合同レビューとして、其々のステークホルダーの声を集めながら、分

析される必要がある 
3 一貫性(Coherence) 9 

検討ポイント すべての安全・開発・通商・軍事、そして人道支援の政策が、一貫性を持

っていたか。特に、すべての政策が人道的または人権的要素を考慮してい

たか 
検討結果 【結論】論点を絞り、レビューの視点として採用する 

【理由】人権法や活動地域・国の法律・政策に重点がおかれる評価指標で

あり、合同評価では扱いが難しく、省かれることもある 17。しかし東日本

大震災では、プロジェクト単位で臨時雇用された現場スタッフが、十分な

ガイドラインやケアなしに現場で活動を続けていた例があげられている。

                                                      
15 各指標の定義に関しては、DAC 評価項目(1~7)に関しては文献 3-3 P.20 以降 Summary definitions of the 
DAC criteria、分野横断的テーマ(8~15)に関しては文献 3-3 P.70 以降 Check List of themes to be covered in 
EHA、HAP 基準の達成目標(16~21)に関しては文献 3-14 P10 以降 HAP 基準の項目から参照し、一部引用

した。 
16 該当する数の多さが重要度ではなく、あくまで内部議論の参考にした数。最終的には内容を吟味して判

断した。1 つのトピックに対し、該当するすべての指標をカウントし、該当がなければカウントしていな

い。 
17 （文献 3-23） 
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スタッフの労務管理や安全管理の視点からこの問題を見ると共に、原子力

発電所の事故に係る地域へのスタッフの派遣など、団体の安全に関するポ

リシーが問われる機会が多かったため、可能な限り議論されるべきであ

る。→安全管理の内容のみを扱う場合、誤解を避けるため、Coherenceと
いう言葉に固執せず、安全管理などに用語を変えて扱う 

4 被覆率(Coverage) 15 
検討ポイント 受益者がどこにいるかに関わらず、生命の危機に瀕する人々に支援の手を

差し伸べることができたか 
検討結果 【結論】柔軟な解釈のもと、レビューの視点として採用する 

【理由】広域災害であった東日本大震災の場合は、支援の集中と偏りが見

られたことが文献調査で分かった。これには福島県の原発事故の問題や、

アクセスなど、様々な要因が関係していたとみられ、今後の改善のために

はこれらが整理されるべきである。また、地理的な要因以外にも、性別や

家屋の被災状況など、様々な要因があることを意識する。単独の団体です

べての地域を支援することはできないため、これらは支援団体間の調整の

視点を欠かさずに検証すべきである 
5 効率性(Efficiency) 0 

検討ポイント 投入に対する定性的・定量的アウトプット。一般的に、財政状況などの情

報がある場合に、取ることができた別のアプローチと比較して最も効果的

なプロセスが採用されたかを確認する 
検討結果 【結論】評価指標としない 

【理由】複数のアクターによる複数の事業を総合的に見る本事業では、判

断する基準がない。また、各団体が個別に評価をする方が適している 
6 有効性(Effectiveness) 0 

検討ポイント 事業の目標に対する達成度。あるいは、アウトプットに基づいて成果がも

たらされたかなど。それぞれのフェーズに合った支援がされたか

(Timeliness)などが主な基準になる 
検討結果 【結論】評価指標としない 

【理由】複数のアクターによる複数の事業を総合的に見る本事業では、判

断する基準がない 
7 インパクト(Impact) 2 

検討ポイント 事業による広義の効果（社会・経済・技術・環境）を、個人・ジェンダー・

年齢層・コミュニティ・団体などについてみる。インパクトには、意図的

なもの・非意図的なもの、肯定的なもの・否定的なもの、マクロ（セクタ

ー）的なもの・ミクロ（家計）的なものがある 
検討結果 【結論】評価指標としない 

【理由】協議事項として保留していたが、第 1 回の検討委員会において、

以下の理由でインパクト分析をしないことが確認された 
・複数関係者が入り組んで支援に入っているため、個別の事業の効果を見

ることが難しい。これは外部支援に限定して事業の効果を見ようとする場

合も同じである。また、当事業はスコープを個別具体の特定事業に絞って

いないため、その効果を分析し、評価することは現実的でない 
・既に事業評価を行った複数の団体が、インパクト分析として受益者の支

援に対する満足度調査を行ったが、受益者からは、支援してもらっている
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意識から、「大変助かった。感謝している」といった前向きな回答以外を

得にくいといった実情があげられた 
・インパクトを実際に評価するとなると、精巧な調査設計と多量の投入が

必要とされることに加え、「次の災害に活かす」という本事業の趣旨から

は、どの程度の影響を与えられたかよりも、より構造的・性質的な内容を

重視する方が適している 
8 対象地域の文脈の理解と影響(The influence and 

understanding of local context) 
15 

検討ポイント 支援活動の結果は、安全状況や食糧事情、市場、地元団体のキャパシティ

など、その地域や国の文脈に大きく左右される。どのような文脈が、活動

の結果にどれだけ影響を与えるのかを考える必要がある 
検討結果 【結論】他の指標との関連で重要な視点として残す 

【理由】文献調査では、広域複合災害、先進国における支援活動、東北の

地域性などの今回の災害の特徴、文脈に合った支援が実施されていなかっ

た例が報告されている。特別に項目を立てずとも、DAC 評価の妥当性の

中で、現地の文脈についての検証が漏れなければ良い 
9 人材と人事管理(Human resources and 

management) 
10 

検討ポイント 支援活動の成功と失敗は、人材によるところが大きく、現場スタッフの人

材の経験や専門、採用プロセス、職員の離職率、現場と本部の関係やコミ

ュニケーション、現地スタッフの役割、訓練や実践学習などに注意が必要

である 
検討結果 【結論】評価指標にレビューの視点として採用する 

【理由】文献調査において（最適な）人材の不足による支援の質への影響、

マネジメントに関する問題が複数指摘されている。人材の不足は、長期的

な視野を持った人材育成やシステムの構築が必要となるため、次の災害に

備え、どのような準備が必要か特定する必要がある 
10 人道的視点から見た保護(Protection) 9 

検討ポイント 国や個人の人道的な責任において、紛争や災害の危険からいかに人々を保

護できるか 
検討結果 【結論】他の指標との関連で重要な視点として残す 

【理由】スタッフの安全や原発に関連する保護であれば、一貫性の指標内

で扱える。広義に、特別な支援や保護を必要とする人々に対する支援に関

しては、ジェンダーの話題と関連して扱うのが妥当である 
11 受益者の参加(Participation of primary 

stakeholders) 
8 

検討ポイント 事業の実施のみならず、計画や意思決定などあらゆる段階において、受益

者への相談や受益者の参加が、効果的な支援活動にとって重要である 
検討結果 【結論】他の指標との関連で重要な視点として残す 

【理由】現地のニーズが適切に反映されているかという視点からは、妥当

性を担保する一要素として扱えば良い 
12 対処戦略と回復力(Coping strategies and 

resilience) 
3 

検討ポイント 受益者自身によって緊急時の対応ができることの重要性が認められてい
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る。支援活動が、栄養実践や資産の売却、相互支援や移住などの対処方法

の支えになったか否か。ニーズアセスメントの際にも、生計と危機的状況

への対処方法なども検討されるべきである 
検討結果 【結論】他の指標との関連で重要な視点として残す 

【理由】文献調査では、支援の負の影響として人々の生活や自立心の回復

の妨げとなった例が紹介されているが、ニーズに合致した支援の視点か

ら、関連して議論されるべきである 
13 ジェンダーの平等(Gender equality) 32 

検討ポイント ジェンダーの平等は、緊急時にも維持されるべきである。支援活動がどれ

だけジェンダー平等の方針などに沿って実施されていたのか 
検討結果 【結論】他の指標との関連で重要な視点として残す 

【理由】文献調査の段階では、ジェンダーの話題や特別な支援を必要とす

る人の情報は少なく、実態は不明確である。全ての人に支援が行き届いた

かの文脈の中で、支援が性別を問わず行き届いていたか、という視点から

地理的な被覆率と共に評価することもできる。更なる調査により情報が集

まれば、社会的弱者の保護などと合わせて別の項目を立てることも検討す

る 
14 HIV/エイズ(HIV/AIDS) 0 

検討ポイント HIV/エイズの増加は人道支援の視点から重大である。HIV/エイズ感染率

の高い地域や国では、食の安全の問題と HIV/エイズの問題に気を付ける

必要がある 
検討結果 【結論】評価指標としない 

【理由】文献調査においては、該当する問題が見つからなかった。今後の

調査で関連する情報が集まった場合には、改めて項目立てすることも検討

する 
15 環境(Environment) 0 

検討ポイント 支援活動が、以前環境に対して悪影響が無いかどうか 
検討結果 【結論】評価指標としない 

【理由】文献調査においては、外部支援活動と環境に関連する問題が見つ

からなかった。今後の調査で関連する情報が集まった場合には、改めて項

目立てすることも検討する 
16 責務の設定と遂行 11 

検討ポイント 団体は説明責任を負う責務ならびにそれを遂行する方法を設定すること 
検討結果 【結論】他の指標との関連で重要な視点として残す 

【理由】文献調査において、説明責任に関する指摘が複数あげられた。こ

こに言う説明責任はドナーへの説明責任だけでなく、受益者への説明責任

も意味しており、受益者の参加と共に検証する必要がある 
17 職員の能力 3 

検討ポイント 団体は、その職員が団体の責務を遂行するために十分な能力があることを

確認すること 

検討結果 【結論】他の指標との関連で重要な視点として残す 
【理由】分野横断的テーマの人材に関する項目の中で検証する 
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18 情報共有 27 
検討ポイント 団体は、その支援対象者および他のステークホルダーが、団体とその活動

に関して適宜明確な関連情報を入手できるように保証すること 
検討結果 【結論】他の指標との関連で重要な視点として残す 

【理由】文献調査では、情報に関する問題が多く指摘された。他団体、他

ステークホルダーとの連携の一要素として検証する 
19 参加 9 

検討ポイント 団体はその支援対象者の話をよく聞き、その意見や分析を事業の決定に組

み込むこと 
検討結果 【結論】他の指標との関連で重要な視点として残す 

【理由】分野横断的テーマの受益者の参加と同様である 
20 クレーム対応 3 

検討ポイント 団体はその支援対象者とステークホルダーから効果的で簡単、かつ安全な

方法でクレームや回答を受け取ることができるようにすること 
検討結果 【結論】他の指標との関連で重要な視点として残す 

【理由】分野横断的テーマの受益者の参加と同様である 
21 学習と継続的な改善 2 

検討ポイント 団体は経験から学びその実施能力を常に向上させること 
検討結果 【結論】他の指標との関連で重要な視点として残す。 

【理由】適切なモニタリングは、適宜ニーズに合った支援事業を実施する

上で必要不可欠である。妥当性を担保する一要因と捉えることができる 
 

10 のテーマの選定  

 最後に、選定された 16 の評価指標を以下 4 つの基準に照らして、報告書で検証するべき 10
のテーマの選定を行った。 

文献調査におけるテーマ選定の基準 

・ 具体性：実際に問題が発生しており、具体例が報告/指摘されている事項である 
・ 一般性：特定の個人や団体、地域に限定されず、一定程度広く見られた事象である 
・ 蓋然性：将来の災害においても発生が想定される問題で、対策を検討する価値がある 18 
・ 重要性：支援の質に関する国際基準などにおいて重要とされている事項である 19 

 

  

                                                      
18 蓋然性の議論をする際には、「対策が可能である」ことも基準として認められた。すなわち、外部要因に

よるところが大きく、対策を立てても全く効果を出せない問題があった場合には、テーマとして設定しな

いこととした。 
19 主に、文献 3-3, 3-14, 3-15, 3-24 を参照。 
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