
75

1．はじめに

私はNGOワーカーとして活動する中で、プロ
ジェクト評価の重要性を、それも外部者による従
来型評価ではなく、利害関係者による参加型評価
こそ有効であると痛感してきた。

所属するヒマラヤ保全協会では、ネパールにお
いて森林保全や農村開発を行ってきた。プロジェ
クトサイトでは、緊急性の高い問題が山積みであ
り、だからこそ外部のNGOが支援をしている訳
であるが、小さな団体の限られた予算と人材では、
プロジェクト形成時に十分な調査や、明確な目標

設定を行うことは難しい。また、プロジェクトを
進める中で、現場の状況は、治安や経済動向の変
化などでめまぐるしく変わり、新たな問題が発生
していく。そもそも、現場の人々が持っている生
活の複雑なリアリティは、自然環境や伝統的な農
業、信仰や文化などに深く根付いており、容易に
外部者（特に外国人）には理解しがたい。支援を
成功させ、住民の生活を向上させていくには、常
に村人や現地スタッフと話し合いをしながら、柔
軟に目標や活動内容を修正していく必要があっ
た。それどころか、村人など当事者からよく話を
聞いて情報を共有し、一緒に考えていけばいくほ
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ど、解決への方向性は外部者ではなく、当事者の
中から生み出されてくることに気がついた。後に
大学院で勉強し、そのプロセスこそが、参加型評
価と呼ばれていると知ったのである。

日本のNGOプロジェクトの多くは、ヒマラヤ
保全協会がそうであるように、小規模の社会開発
であり、ブループリント型でなくプロセス型であ
る。また少ない予算と人材でやりくりしている現
状がある。プロセス型事業は、受益者のニーズに
あわせて柔軟に計画を修正し、きめ細かい活動が
出来る長所があるといわれている。その通りであ
るが、そのためには受益者など多様な利害関係者
と密接に連携を進めながら、現状把握と議論、合
意形成を繰り返していく、高度なコミュニケーシ
ョンと調整能力が必要とされる。残念ながら、多
くの日本のNGOには、内部にそのための人材や
予算が不足していると感じざるを得ない。

解決には、プロジェクトへの参加型評価の実施
が効果的だと考える。目標や計画があいまいだっ
たり、常に変更されたりするプロセス型事業への
評価には、客観的な目標達成度を問う従来型の評
価はなじまない。内部事情に不案内な外部評価者
が下した評価結果に、内部の利害関係者は共感で
きないことも考えられる。当事者が納得しなけれ
ば、プロジェクトの改善は望めない。

しかし利害関係者自らが、自分たちがやってき
た活動を真摯に振り返り、成果と課題を見極め、
その原因を明らかにしていくならばどうなるだろ
うか。良い点を伸ばし、不十分な点を補っていこ
うと、やる気が出るのではないだろうか。一方、
内輪だけで議論をしていると、思い込みで判断し
たり、専門性に欠けたりする懸念もある。その問
題に対しては、評価の進行を手助けする、適切な
外部協力者（ファシリテーター）の支援によって
解決されるのではないだろうか。それならば、フ
ァシリテーターには具体的にどのような役割が期
待されるのだろうか。日本のNGO事業の参加型
評価実施を事例に、プロセス型事業と参加型評価
の有効性、ファシリテーターの役割について考え
てみたい。

2．日本のNGOと評価

（1）NGOのプロジェクト評価の全体像
そもそも日本のNGOはどの程度、プロジェク

ト評価を実施しているのだろうか。また、評価に
対してどのような考えを持っているのだろうか。
少し古い数字だが、（特活）アーユスが、2000年
に開発NGOのプロジェクト評価の動向調査アン
ケートを実施している（アーユス 2003）。海外に
おける開発協力を実施している190団体に調査票
を郵送し、98の有効回答を得ている（回収率
51.6%）。回答団体の内訳を予算規模から見ると、

「100万円以上500万円未満」から「5億円以上」の
範囲で、40%以上が「1,000万円以上、5,000万円
未満」に収まっている。スタッフ数では、国内の
専従スタッフがいないか、3人未満という団体が
過半数を占めており、欧米の国際NGOと比較す
ると小規模な団体が多数派であるといえる。

表1と2をご覧いただきたい。まず評価の実施状
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行った 
特に行っていない 
総数 

82 
16 
98

回答数 
83.7% 
16.3% 
100.0%

構成比 

（出所）アーユス（2003） 

表1 日本のNGOによるプロジェクト評価の実施状況

回答団体に 
対する割合 

評価のメリット 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 （出所）アーユス（2003） 

プロジェクトの問題点が明確になり、プロジェ
クトが修正された 

61.0% 

プロジェクトの目的や内容が明確になり、プロ
ジェクト運営がやりやすくなった 

54.9%

対象プロジェクトの終了時を含めた、その後の
活動計画の策定に役立てることができた 

53.7%

評価による教訓を新しいプロジェクト計画に反
映することができた 

52.4%

会員を含めてプロジェクトに対する理解が深ま
り、組織の活性化につながった 

43.9%

組織全体の方針の見直しが行われた 32.9%

社会的信用が高まった 18.3%

資金調達が容易になった 6.1%

その他 1.2%

表2 評価のメリット
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況だが、82団体（83.7%）が何らかの形で、プロ
ジェクト評価あるいはそれに類する活動を行って
いた。評価を「特に行っていない」としたのは16
団体（16.3%）である。評価を行ったことのメリ
ットとして多くの団体が指摘するのは、「プロジ
ェクトの問題点が明確になり、プロジェクトが修
正された」（61.0%）であり、次いで「プロジェ
クトの目的や内容が明確になり、プロジェクト運
営がやりやすくなった」（54.9%）、「対象プロジ
ェクトの終了時を含めた、その後の活動計画の策
定に役立てることができた」（53.7%）と、半数
を超える団体が回答している。

プロジェクト評価の経験あるなしに関わらず、
評価活動を行う上でどのような問題点があるかと
いう質問では、一番多かったのは「プロジェクト
の成果は数量化して測ることができないものが多
い」である（58.2%）。プロジェクトを実施した
結果生じる人々の意識の変化、意欲、人と人との
つながりなどが数量化しにくい、というのである。
他の問題点としては、「スタッフの数が足りない」

（35.7%）、「業務が忙しくて時間がない」（22.4%）、
「評価の方法や手法がわからない」（20.4%）、「費
用がかかりすぎる」（16.3%）、&プロジェクト開
始時のデータがないので比べる対象がない」

（14.3%）と続いている（表3）。

（2）日本のNGOプロジェクトの特徴と評価
一般にNGOのプロジェクトは社会開発事業が

主流といわれているが、この調査結果からもその
特徴が観察できる。社会開発事業では、住民に直
接はたらきかける活動が主流であり、また最初か
ら活動計画が細かく決定されたブループリント型
ではなく、外部状況や関係者の意識にあわせて、
柔軟に計画を修正するプロセス型プロジェクトが
多い。このような事業の場合、住民の意識や行動
変容などは実施前・実施後の比較や、計画の達成
度を数量化して測ることが難しい。佐藤（2007）
は、因果律に基づいてプロジェクトの貢献度が測
りにくいこと、目標が曖昧なので、数量化した評
価になじまないことを理由に、社会開発的な介入
の「評価」は困難であると指摘している。もう一
つの特徴としてプロジェクト実施に手一杯で、評
価に費やす資金や専門的な人材が不足している現
実もみえる。上記アンケートでは今後プロジェク
ト評価に取り組む予定のない団体も2割ほどあり、

「予算やスタッフ面で制約がある」ことが理由の
一つとしてあげられている。このような状況を鑑
みると、これから日本のNGOでより効果的に評
価を実施していくには、NGOプロジェクト特有
の二つの性格を十分考慮した上での評価の設計、
実施が求められているといえよう。

3．参加型評価とは何か

（1）参加型評価の定義と従来型評価との違い
参加型評価の定義は、JICA（2001）によると

「参加型評価とは、最終受益者を含めた幅広い関
係者（stakeholders）が、評価計画の作成、情報の
提供・収集・分析、プロジェクトの当初計画の修
正などに可能な限り参加して行う評価である（後
略）」となっている。またUNDP（1997）では

「参加型評価は住民を中心とする評価である。プ
ロジェクト関係者と受益者は単に評価の対象とな
るだけでなく、評価を行うプロセスの中で中心的
な役割を担う」とある。

次に参加型評価は、一般的な従来型評価と、ど
う違うのだろうか。従来型評価は、客観性、中立
性、正確性を重視しており、利害関係者、特に資

フィリピンでのNGO教育事業参加型評価
～ファシリテーターの役割とステークホルダーのエンパワーメント

回答団体に 
対する割合 

評価実施上の問題点 

プロジェクトの成果は数量化して測るこ
とができないものが多い 

58.2%

回答数 

57

プロジェクト開始時のデータがないので
比べる対象がない 

14.3%14

スタッフの数が足りない 35.7%35

業務が忙しくて時間がない 22.4%22

評価の手法や方法がわからない 20.4%20

費用がかかりすぎる 16.3%16

評価できる人が内部にいない 11.2%11

評価を頼める人が外部にいない 7.1%7

評価をしてもその結果が生かされない 5.1%5

その他 5.1%5

団体数 98

（出所）アーユス（2003） 

表3 評価実施上の問題点



78

金提供者や政策決定者に対するアカウンタビリテ
ィの確保（中略）に優れた特性を出し、またプロ
ジェクト自体の良し悪しや価値を判断することに
焦点が当てられ、その役割を果たしてきた。これ
に対して、参加型評価では、プロジェクト・スタ
ッフや利害関係者を評価に参加させることによっ
て、彼等のプロジェクトに対する主体的な対応の
促進、評価能力の向上により直接的にプロジェク
トの改善をはかる（三好・田中 2001）、という特
徴がある。誰が（Who）、何を（What）、どうや
って（How）、いつ（When）、何のために（Why）
評価するのか、両者の違いを簡潔にまとめた表4
を参照いただきたい。

（2）参加型評価の長所と短所
参加型評価の特徴から、いくつかの長所（メリ

ット）と短所（デメリット）を掲げることができ
る。長所としては、評価のプロセスが学習過程と
して作用し、利害関係者の評価対象への理解が深
まり、当事者意識や責任感が醸成され、態度、行
動変容につながる。また評価手法など関係者への
キャパシティ・ビルディング（アーユス 2003、
源 2008）、対象プログラムへの主体的関与、関係
者間の結束、相互理解の促進などの利点があり、
ひいてはマネジメント能力の向上につながる

（JICA2001）、などがあげられる。また参加型評
価では評価結果は評価に参加した関係者と共有

し、次の行動につなげていくことが目指され、受
益者を含む被援助国側に対するアカウンタビリテ
ィも重視される（JICA 2001）。

エンパワーメントの定義は多数あるが、人々が
潜在的に持つ「力」を顕在化させるプロセス（太
田 2007）と考えると、参加型評価は評価プロセ
スにおいて、利害関係者の能力向上、主体性の強
化、効果的フィードバック（情報の共有）などを
通じて、関係者のエンパワーメントを促進し、結
果としてプロジェクトの改善が期待できるわけで
ある（表5）。

このようにエンパワーメントや改善が期待され
ること、内部事情を知る当事者による判断ができ
ること、また内部のみで行えば外部の専門家雇用
など追加的な出費を必要とせず、通常の仕事の延
長で評価を実施することも可能である。これが
NGOプロジェクト評価に、参加型評価が適して
いると考える大きな理由である。

その一方で短所としては、たとえなんらかのト
レーニングをしたとしても、利害関係者の評価知
識、評価技術にはばらつきがあり、評価の質が低
くなるという批判や、従来型評価と比較すると客
観性や中立性に欠けるという指摘がある。また評
価に参加すべき人々がきちんと参加しているか、
排除されていないか、といった参加者の妥当性や
代表制の問題がある（源 2008）といわれている。

参加型評価に限らず、従来型評価も含めてどの
ようなアプローチにもそれぞれの長所、短所が存
在する。参加型評価を行う際には、評価対象や目
的に応じて、長所を最大限に活かしながら、短所
を出来るだけ押さえていく現実的な調整作業が必
要だと思われる。そこで、評価者の位置づけとし
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従来型評価 参加型評価 

Who

外部の専門家 コミュニティ住民、プロジ
ェクトスタッフ等利害関係
者　外部者はファシリテー
ターを務める 

What
事前に設定した指標に基づ
き、投入に対する成果を計
る（定量的データ中心） 

利害関係者が自ら、成果を
含めた指標を決める（定量
的＆定性的） 

How
「科学的客観性」に焦点 
結果への共有に時間がか
かる 

現場に適した単純な手法、
現地住民の参加による素早
い共有 

When 通常プロジェクト終了時、
適宜中間評価 

中間、終了時にとらわれず
柔軟に実施可能 

Why 説明責任、支援継続の判断 主体的な活動・改善に向け
て住民のエンパワー 

（出所）Narayan-Parker（1993）に筆者加筆 

表4 従来型評価と参加型評価の比較 マネジメント能力強化/キャ
パシティ・ビルディング 

（出所）源（2008）JICA（2001）三好-田中（2001）を参考に 
　　　　筆者作成 

メリット 

利害関係者の評価知識・技術
にばらつき 

オーナーシップ（主体性）の
強化 

自己評価なので客観性・中立
性に欠ける 

効果的フィードバック/双方
向アカウンタビリティ 

誰が参加するか、という代表
制の問題 

デメリット 

表5 参加型評価のメリット、デメリット
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て、参加型評価ファシリテーターがクローズアッ
プされてくる。

（3）参加型評価とファシリテーターの役割
ファシリテーターとは、「単なる司会進行や講

師（教師）とは違い、学習者・参加者の知識や経
験を引き出しながら、円滑かつ効果的に会議やワ
ークショップ、あるいは人々のさまざまな社会活
動などを促進・援助する人」（国際協力用語集
2004）と定義されているが、参加型評価における
ファシリテーターの役割とはどのようなものなの
だろうか。

三好-田中（2001）は、「参加型評価では、プロ
ジェクトに直接関わっているプロジェクト・スタ
ッフやプロジェクト関係者が、評価者として評価
グループを編成し、評価を実施することが基本と
なる」として、「参加型評価では、外部評価者の
役割は従来型評価とは大きく異なることになる。
一般に評価参加者の評価能力が十分でない参加型
評価では、外部評価者は評価の実施方法の知識や
手続きを促進するファシリテーターとしての役割
が求められることになる。それゆえに、外部評価
者が参加型評価を実施する場合には、従来の査定
者としての役割ではなく、ファシリテーターとし
ての役割を担うという意識変革が重要になる」と
している。またEstrella and Gaventa（1998）は、参
加型評価の良いファシリテーターの役割として、

「様々な参加者の異なる経験や理解をまとめる、
主に触媒や刺激者」であると述べている。

評価とは価値の判断（査定）を伴うが、このよ
うに参加型評価では、判断を下すのはあくまでプ
ロジェクトの利害関係者である。ファシリテータ
ーはそのプロセスを側面から支援する者といえ
る。しかし直接の査定者ではないものの、評価プ
ロセスを通じて利害関係者に深く関わる中で、結
果に大きな影響を与えると考えられる。私はこの
ファシリテーターの働きが、参加型評価の長所を
活かし、短所を補うために大きな役割を果たすと
考えている。日本のNGOがフィリピンで実施し
た教育支援事業の評価事例を材料に考察したい。

4．特定非営利活動法人ソルト・パヤタス
の活動

（1）活動の沿革と概要
特定非営利活動法人ソルト・パヤタスは1995

年、日本人女性がスタディツアーでフィリピンを
訪問した際、現地住民組織からの要請と、ツアー
主催NGOからバックアップを受け、ボランティ
ア2名が、19名の子どもの奨学金支援を開始した
ことを機会に設立された。マニラ近郊ごみ投棄場
周辺地域、パヤタス地区及びカシグラハン地区周
辺のスカベンジャーの家族を対象に、学校に行き
たいけれども貧しい子どもに、日本でスポンサー
を募る奨学金支援が中心の活動である。これを柱
に補習授業とデイケアセンターの運営からなる教
育支援及び、女性への収入向上、緊急医療支援、
スタディツアー等を実施してきた。2009年2月現
在、2つの地域で支援する子どもは180名、収入向
上に参加する母親は22名となっている。年間予算
はおよそ900万円（2008年度）で、国内には有給
専従スタッフはなく、マニラ事務所にはフィリピ
ン人数名を雇用している小規模な日本のNGOで
ある。

（2）これまでの活動の経緯
14年間の活動の結果、教育支援事業においては

延べ550人の子どもに就学・復学の機会を提供し
てきた。徐々に活動が広がり現地で事務所を立ち
上げ、日本人及び現地スタッフが働いている。近
年は奨学金で進学した大学生が補修や保護者会な
どに参画し、活動の中枢を担ってきている。その
一方で、プロジェクト開始時に充分な事前調査が
行えず、ベースライン数値把握や明確な目標設定
がなかった。そのため、これまでの事業の効果を
客観的に把握・共有する事がないまま活動を継続
してきた。将来計画を立案するための教訓を得ら
れないまま、今後の見通しが立てられない状況と
なってきたのである。

（3）評価実施に至る背景
この状況を打開するために、ソルト内部で教育

支援事業の評価の必要性が認識された。そこで、
2009年2月の現地調査（2週間）を含む、外部ファ
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シリテーター（筆者）による教育支援事業の評価
を実施することになった。

現地調査の前に、ソルト・パヤタスの日本人代
表者とファシリテーターの打ち合わせが行われ、
ソルト側からは「プロジェクト形成時までさかの
ぼり、実績把握・計画の妥当性・活動の有効性に
ついて調査したい」という希望とともに、「外部
評価者による従来型評価では、プロセス型である
ソルト事業にふさわしくないのではないか」とい
った不安が寄せられた。協議の結果、オーナーシ
ップ向上や、エンパワーメントが期待できる参加
型評価を採用すること、得られた教訓・提言を共
有し、2010年に向けて新3ヵ年計画を策定する、
いわゆる改善目的の評価を行っていくことが合意
された。

派遣にあたっては、国際協力機構（JICA）の
「NGO海外プロジェクト強化のためのアドバイザ
ー派遣」制度を活用した。これはNGOがプロジ
ェクトの改善のため、外部専門家を現地に派遣す
る際に、渡航費や滞在費、謝金などをJICAが支
援する制度で、専門家を派遣したくても人材がい
ない、外部者を雇用する資金がないといった日本
のNGOにとって、たいへん有意義な制度である。

5．評価実施のプロセス

（1）評価に関するブリーフィング
通常、評価の実施ステップには、①評価設計、

②データ収集・分析、③評価結果の報告と共有の
3つの段階があり、参加型評価の進め方もこれに
準じる。源（2008）は、参加型評価の実践（想定
される共通事項）という名目で、参加型評価の基
本的な進め方をまとめている（表6）が、これに
従って評価プロセスを実施した。

最初に、代表を含む日本人メンバー数名で、日
本側の評価チームを結成した。以降、これを本稿
ではソルト日本と呼ぶことにする。またソルト・
パヤタスのマニラ事務所の専従スタッフをソルト
マニラと呼ぶ。この両者が、今回の評価の重要な
アクターとなった。評価プロセス開始前に、初め
ての評価を参加型で行うために、ファシリテータ
ーによる評価一般や、参加型評価に関する短い講

義（ブリーフィング）をソルト日本、ソルトマニ
ラ対象にそれぞれ行った。

（2）評価設計
①誰が参加するのかを決める

一般に開発協力プロジェクトには受益者を含め
多数の利害関係者が存在するが、参加型評価には

「誰が評価に参加するか」「大切な関係者が排除さ
れていないか」という代表制の問題が存在する。
この課題をクリアするために、評価設計の最初の
段階でファシリテーターの指導による入念な関係
者分析を行った。

ソルト日本は現地調査前に日本国内で会合を持
ち、ソルトマニラは現地調査時に、スタッフ参加
により、それぞれベン相関図1を作成しながら関
係者分析を行った。できあがったソルト日本によ
る図1、ソルトマニラによる図2を、ソルト日本と
マニラのメンバーで互いに比較しながら、多数の
利害関係者のどの範囲までが、評価に参加するか
を検討した。

ソルト日本の図解（図1）には、たくさんの関
係者が登場するが、自身であるソルト日本、パー
トナーのソルトマニラが、大きく中心に描かれ、
お互いに近く配置されている。右側には奨学金の
里親などのスポンサーや、助成金提供者である

「かながわ民際協力基金」の二つが合体して、大
きな島を作っている。左上には、奨学生の子ども
たち、保護者、収入向上事業の参加者など事業の
受益者層が合わさって大きな固まりになってい
る。これに対して他のNGOや学校、潜在的資金
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Ⅰ　評価設計 

1. 誰が参加するのかを決める 

2. 利害関係者で評価の目的を共有する 

3. 評価対象の内容を共有する 

4. 評価設問を検討する 

5. 評価のデザインやデータ収集法を検討する 

Ⅱ　データ収集＆分析 

Ⅲ　評価結果のまとめと報告 

（出所）源（2008） 

表6 参加型評価の実践（想定される共通事項）
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提供者は小さく、距離をおいて表現されている。
次にソルトマニラ作成の図解（図2）を見ると、

同様に中心に自身であるソルトマニラとソルト日
本が大きく、かつ近く描かれている。右に資金提
供者（ドナー）が、里親やデイケアセンターの支
援者、ライオンズクラブなどと一緒になり、大き

な群を形成している。左下は子どもや保護者など
受益者群だが、これも大きなカテゴリーとして描
かれている。地域の行政、他のNGO、公立の学
校は小さくて比較的遠くに描かれていることがわ
かる。

二つの図解を比較すると、まず重要な利害関係
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図1 ソルト日本による関係者分析
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者としてソルト日本とソルトマニラの存在が共通
し、これらは近い関係にあると相互に認識されて
いる。他に重要な関係者としては、プロジェクト
の受益者である子どもや保護者も、大事なアクタ
ーとして両方の図解に現れている。さらにプロジ
ェクトに資金を提供する資金提供者が大切な存在
として両者に認識されている。その一方、行政や
学校、他のNGOは利害関係者として双方に認識
はされているが、重要性は低いと思われる。

そこで、ソルト日本・ソルトマニラ・受益者・
資金提供者の四つが事業にとって重要なアクター
と考え、評価に参加する関係者はこの4つとした。
次いで、どの関係者がどのように評価に参加する
か議論を行った。その結果、①ソルト日本は評価
設計の段階から、データ収集・分析及び結果の共
有まですべてに参加、②ソルトマニラは日本側か
ら提案される評価設計案の共有、データの収集と
分析及び結果の共有、③受益者はデータ収集の情
報提供者として、また結果の共有で参加する（設
計・分析には参加しない）、④資金提供者は結果
の共有（報告）を受ける形で参加すると合意した。
表7をご覧いただきたい。

なお、開発事業への利害関係者の参加の度合い
については、援助機関によっていくつか類型され
ている。代表的なものの一つがアジア開発銀行

（ADB）による「参加の深さ」である（表8）。低
いレベルでは住民は情報共有の対象や相談の相手
であるが、中間レベルでは共同の調査や意志決定
を行うことが可能になり、最高レベルでは住民自
身がマネジメント能力を身につけ、エンパワーメ

ントされることを目指している。今回の評価プロ
セスをあてはめると、評価設計への参加はレベル
3（共同アセスメント）や4（共同決定）の段階、
データ収集における収集や情報提供のみはレベル
1（情報共有）か2（相談）、分析の段階はレベル4、
また結果の共有はレベル1程度の参加に該当する
と考えられる。

参加型評価の定義によると、ターゲットである
受益者が評価の設計や分析に参加することが重要
だといえる。しかしながら初めての評価であり、
限られた時間で多数の受益者を巻き込むことの困
難が予想され、まずスタッフ･レベルの参加を優
先することとなった。

②利害関係者間で評価の目的を共有する
次に関係者間での、評価結果をどのように活用

するか、という評価目的の共有である。当初はソ
ルトマニラから、評価に対する漠然とした不安も
感じられた。そこで、ソルト日本からいわゆる改
善志向の評価にしたい、という提案がなされた。
両ソルトの協議の結果、「よりよい新プロジェク
ト立案のために、現在と過去のプロジェクトを振
り返り、その教訓から学ぶ」という内容で合意を
得た。受益者にも、データ収集時に必ずこの評価
目的を伝えるようにして、調査への協力を訴える
ようにした。

③評価対象の内容を共有する
具体的な評価の計画を策定する前に、対象プロ

ジェクトの詳細を十分に理解しておくことが重要
である。ところが、この事業は開始時において明
確な目標設定がなされておらず、目的と手段の関
係性も十分に議論がされないままに、奨学金支給
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（出所）評価プロセスに従い筆者作成 

表7 利害関係者の誰が、どの段階で評価に参加
するか

レベル1　情報共有（Information Sharing） 

レベル2　相談（Consultation） 

レベル3　共同アセスメント（Joint Assessment） 

レベル4　共同決定（Shared Decision Making） 

レベル5　協働（Collaboration） 

レベル6　エンパワーメント（Empowerment） 

（出所）ADB（2001） 

表8 参加の深さ（Depth of Participation）
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などさまざまな活動が行われていた。また14年の
間にスタッフの交代や事務所移転などで、事業全
体のプロセスを俯瞰できる資料が存在しなかっ
た。そのままでは評価ができないので、既存の報
告書や会員向けニュースレターを見直したり、日
比のスタッフの記憶をたどったりして、開始当時
に関係者間の暗黙の了解として存在したプロジェ
クト目標を再設定したところ、「子ども自らが問
題解決能力を身につけ、貧困から脱却する」こと
であることが確認された。それをもとに期待され
る成果や、そのための活動など事業のロジックモ
デルを再構築した（表9）。

④評価設問を検討する
評価を通じて何を知りたいか（評価設問）を、

ロジックモデルと関連で議論する中で、日比のス
タッフの意見に基づいて、10問を決定した（表10
の左欄）。設問の数が多いのは、初めての評価で
あるため、活動を続けながら関係者が疑問に感じ
ていた事項が多数寄せられたといえる。このよう
に、設問は現場のスタッフの問題意識を反映した
ものであるが、「何名が小学校を卒業したか／し
なかったか（設問1）」「保護者会の活動は有効か

（設問6）」などのように、活動の妥当性や目標達
成度を問う設問が多い。これに対して事業の効率

フィリピンでのNGO教育事業参加型評価
～ファシリテーターの役割とステークホルダーのエンパワーメント

プロジェクト目標 子ども自らが問題解決能力を身につけ、貧困から脱却する 

期待される成果1 子どもが小学校を卒業し、可能な限り上の学校へ進学できる 

期待される成果2

活動 

活動 未就学児童が小学校へ行けるようになる 

奨学金、補習授業、保護者会等 

奨学金、補習授業、保護者会等 

期待される成果3 活動 子どもの自己肯定感が高まり、他者への関心、分ち合い、相互の 

尊重の価値観が形成される 

デイケアセンターの運営等 

（出所）評価プロセスに従い筆者作成 

表9 ソルト教育支援事業のプロジェクト目標とロジックモデル

評価設問 調査対象/データ収集方法 調査結果/分析 

何名が小学校を卒業した／しなかったか（1995 

～現在）？その理由は？ 

教育を続けられない共通要因は何？ 

子供は事業で貧困から脱却したか？ 

教育を継続させる共通要因とは？ 

DCセンター支援を継続するべきか 

保護者会の活動は有効か？ 

DCセンターは小学校入学に貢献したか？ 

補習授業は有効か？ 

支援者と手紙交換は役に立っているか？ 

教育を阻害する外的要因は何か？ 

日本から支援が切れても継続性はあるか 

活動全体の効率性はどうか？ 

事務所の記録確認、エリア・コーディ 

ネーターに確認 

OB/OG、教師に面接 

プロジェクト目標のため、調査終了時に総合的に判断する 

OB/OG、教師に面接 

保護者会で質問 

保護者会で質問 

保護者、教師 

補習教師に面接 

保護者会で質問 

OB/OG/教師面接、スタッフKJ法 

保護者会で質問、スタッフ面接 

スタッフに質問 

239名の奨学生のうち178名が小学校 

を卒業（約75%）した。 

設問10と一緒に考察する 

 

決意、夢、家族／ソルトの支援 

継続望ましいが、収益に難あり 

有効だが、改善の余地あり 

貢献している 

有効だが、改善の余地あり 

役に立っている 

家庭、地域社会、経済社会問題 

現状では難しい 

効率性は高いと思われる 

1 

 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

α 

β 

（出所）評価プロセスに従い筆者作成 

表10 評価設問、調査対象・データ収集方法、調査結果・分析
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性や、継続性（自立発展性）を測る設問がスタッ
フの口からは出てこなかった。そこで、評価がよ
り多面的な視点から行われるように、ファシリテ
ーターから提案をして、効率性や持続性に関する
設問の追加を行った。「日本から支援が切れても
継続性はあるか」、「活動全体の効率性はどうか」
である（表10左下のαとβ二つ）。

⑤評価のデザインやデータ収集方法を検討する
その後、設問に沿う形で調査対象及びデータ収

集方法を、引き続きソルトマニラとソルト日本の
共同作業で検討した。例えば、評価設問1である

「何名が小学校を卒業したか／しなかったか」に
答えるには、「事務所の記録を確認する」「記録で
不明な点は、（現場に詳しい）エリア・コーディ
ネーターに確認する」という要領である。このよ
うに評価設計はファシリテーターの進行のもと、
ソルトマニラと日本のメンバーが主体的に行っ
た。二週間の調査日程の内、半分の一週間が評価
設計に費やされた。当初は、ソルトマニラは日本
側からの評価設計の提案を共有する計画だった
が、実際には提案に対して積極的な議論や修正が
行われ、予想以上にマニラスタッフの主体的な参
加が実現した。また本来ならば、データ収集方法
が決定後、達成度を測る指標も参加型で設定され
ることが望ましい。しかし時間の制約上、各評価
設問に該当する適切な指標を、すべて設定するに
は至らなかった。

（3）データ収集・分析
①参加型によるデータ収集

データの収集も、評価設計で決めた通りにソル
ト日本とソルトマニラの共同で実施した。

収集を始める前に、マニラスタッフは社会調査
の経験が少ないため、ファシリテーターによる基
本的調査手法の説明と、ロールプレイによる面接
調査方法研修をスタッフに行った。

実際の収集は評価設問が多数あるため、保護者
や学校教師など、収集する対象ごとに、設問を整
理して行った。例えば、「評価設問6：保護者会の
活動は有効か」、評価設問8「補習授業は有効か」、

「評価設問9：支援者との手紙交換（クリスマスカ
ードなど）は役に立っているか」や、追加された

設問α「日本からの支援が切れても継続性はある
か」といった質問は、子どもの保護者が全てデー
タ収集の対象であった。そこでソルトが定期的に
実施している保護者会に、通常通り保護者に集ま
ってもらい、ソルトマニラより評価目的を説明の
上、複数のグループに分かれて討論を行った。そ
の際、日本人のファシリテーターだけでなく、ソ
ルトマニラのスタッフも分担してグループに入
り、質問をした。グループ討論が終わると、忘れ
ないうちに日比スタッフで集まり結果を表にまと
め、それぞれのグループ討論の結果を共有する中
で、成果や問題点について一緒に考えていった。

②データ分析
収集したデータの分析も現地でソルト日本とマ

ニラが共同で行い、学びや教訓が今後の活動や計
画策定に活かされることをめざした。設問1の

「（1995年からの奨学生で）何名が小学校を卒業し
たか／しなかったか」を例にあげて解説する。こ
れは、有効性を問う設問であるが、調査対象とデ
ータ収集方法をどうするか議論した結果、「事務
所の記録を確認する、それでも不明な部分はエリ
ア・コーディネーターに照会する」こととなった。
その結果14年間で242人の奨学生のうち、小学校
を卒業、あるいは現在も就学が継続できている人
数は181名で比率は約75%であることが判明した。

この結果を皆で考察したところ「成功である」
「いや、そうではない」とマニラスタッフの意見
が分かれた。ソルトによるとフィリピン一般では
小学校卒業率は70%といわれており、それと比較
して上出来という見解と、資金や手間の多大な投
入を行ったにもかかわらず、この程度では不十分
という声もあった。また卒業できなかった25%の
理由は、家庭の問題や本人の意向など多岐にわた
っているが、別団体の奨学金を獲得したのでソル
トの支援を離れた例もあり、「必ずしも失敗には
ならない」という意見もでた。

このような議論を通じてプロジェクト開始時に
サイトに於けるベースライン調査が無く、また達
成目標も何%と明確に設定をしていなかったた
め、比較の対象が無く判断が難しいことが明らか
になった。このため次回のプロジェクト立案の際
には、ベースライン調査や目標設定を行う必要性

田中　博



85

が共有された。さらに事務所の記録を探したり、
集計したりする中で、これまでのデータ保管手段
の問題点や改善の必要性も認識されるという利点
もあった。

もう1つのデータ分析の例をあげると、設問4
「教育を継続させる共通要因とは何か」について
の調査と議論である。厳しい環境で教育からドロ
ップアウトする子どもが多い中、支援を受けた後
も進学を続けている奨学生OB/OGも存在する。
行き詰まってしまう事例と、何が違うのだろうか。
成功例である数名に、ライフストーリーの聞き取
りを行い、それぞれの事例からキーワードを抽出
し、KJ法2でまとめた。すると「本人の決意」「将
来の夢」「家族のサポート」「ソルトなど外部の支
援」などが、共通要因として浮かび上がってきた。
これらは、現場で子どもたちの動向に触れている
マニラスタッフも納得する内容であり、今後のプ
ロジェクト立案に活用できる教訓であると感じら
れた（図3参照）。

このように評価プロセスへの参加を通じて、関
係者間でプロジェクトの実態（実績、成果と課題）
やその背景に対する理解が深まり、改善に向けて
の意思統一が図れるところが参加型評価の大きな
メリットだと思われる。

③分析データに基づく価値判断
続いて、ソルトマニラ全員とソルト日本で収集

データ分析結果に基づき、教育支援事業の最終的
な評価結果の抽出を行った。手始めに、ソルトマ
ニラのみで、DAC評価五項目に基づく評価結果
の決定をスタッフ皆で行った。五点満点（5：最
高　4：良い　3：普通　2：悪い　1：非常に悪
い）で表11の結果となった。妥当性／有効性にお
いては、活動は「受益者のニーズに基づいている」
という高めの評価となった一方で、プロジェクト
目標の「貧困から脱却する」という設定自体が不
明確、もしくは高すぎるので「厳しい現場の実態
とかけ離れており、フラストレーションが溜まる」
という厳しい数字になった。効率性は材料が少な
く判断が難しいが、「活動に優先順位をつけ、無

フィリピンでのNGO教育事業参加型評価
～ファシリテーターの役割とステークホルダーのエンパワーメント
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表11 ソルト教育支援事業の参加型評価結果



86

駄遣いをしていない」と、評価は4になった。継
続性は、ソルト日本からの送金や収入向上事業か
らの収入など決算の内訳を分析して、「資金的な
自立度は不十分だが、人材は育っている」と2.5
の評価。正のインパクトとしては「教育を受けた
子どもが家族に教えている」「日本の人々との交
流が進んでいる」という波及効果があげられ、負
のインパクトとして「成績が上がらないのはソル
トが原因（補習の質が低い）と思う受益者がいる」
といった依存心が感じられる点が指摘された。

単純平均で総合評価を出したところ、3.19がソ
ルトマニラによる結論となった。現地調査帰国後、
東京都内において再度ソルト日本で会合を行い、
収集データを共有・分析して日本側の評価結果を
抽出した（平均3.37、表11右）。結果判断は互い
の結果を見ないで別々に行ったにも関わらず、両
者の評価結果が類似している点が興味深い（図4
のグラフ）。

（4）評価結果のまとめと報告
評価の最後の段階が、評価結果のまとめと報告

である。参加型評価の場合、データの分析を関係
者の参加で行うため、分析が終わった段階である
程度の結果が共有されている場合が多い。今回も
現地調査最終日のミーティングにおいて、評価結
果のおおまかな合意はソルトマニラと日本の間で
出来ていた。しかしながら、結果の細かな分析や、
物理的に距離の離れた利害関係者への報告は、評
価調査の終了後に、引き続き実施せざるを得ない。

2009年8月現在、ファシリテーターの協力によ
って、ソルト日本が国内支援者や資金提供者や一
般市民対象の報告書を作成中である。ソルトマニ
ラや受益者住民への最終的な評価結果の共有は、
2009年4月にソルト代表が再訪比して行ったと聞
いている。

6．評価実施中に観察された課題とファシ
リテーターの対応

5章では、ソルト・パヤタス教育支援事業の参
加型評価の実施プロセスを紹介した。それでは、
プロセスを実施する中で外部ファシリテーターは
どのような役割を演じたのだろうか。筆者自身が
ファシリテーションを進める中で、評価設計、デー
タ収集・分析、結果の報告／共有の各ステップに
おいて、観察された課題がいくつかあった。それ
を解決するために、どんな対応をとったのか、また
その結果どのようになったかを表12にまとめた。
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表12 評価プロセスの各段階で観察された課題とファシリテーターの対応
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これはファシリテーターである筆者が、自分の
観察と行動、その反応を振り返りまとめたもので
あるので、主観的な側面が含まれることは、予め
お断りしておきたい。

①評価設計の段階
最初の評価設計の段階において、ソルト日本や

マニラのメンバーが「参加型で評価をしたくても、
評価の進め方がわからない」という事態があった。
彼等は評価の専門家ではなく、また初めての評価
であったので当然といえる。これに対しては、設
計時にとどまらず、データ収集や分析、結果共有
までファシリテーターが評価に関するブリーフィ
ングを行っただけでなく、関係者分析のワークシ
ョップを進行するなど、評価の進め方を常時OJT
で指導した。このように設計時から関係者が主体
的に評価に参加する中で、当事者意識を高めてい
くことを目指した。マニラスタッフは最初の段階
では座って受動的に話を聞くことが多かったが、
プロセスの進行に従って、自らアイディアを出し
たり、積極的に調査結果のプレゼンテーションを
行ったりなど、目に見えて態度の変化が表れた。

また評価設問を設定する段階で、関係者（ソル
ト日本とマニラ）の問題意識からは、事業の有効
性や妥当性を問う設問のみが提案される傾向があ
った。これに対してはファシリテーターから、効
率性や継続性に関する設問の追加を提案した。

「そんな事考えたことがなかった」という反応も
あったが、その結果、調査全体のバランスが改善
されたといえる。

それからデータ収集方法について議論を行った
際、収集対象や収集方法を広く吟味することがな
く、自分たちの先入観のみで限定してしまう傾向
が見られた。例えば「奨学生の動向を知るには、
誰々に聞くのが一番」、「受益者の意見を知るには
アンケート調査を行うべき」といった主張である。
時には当事者だけが知りうる、貴重な情報源を見
つけることができる場合があり、そこが参加型評
価の長所であるのだが、広い視野から見てより良
い方法を見逃す恐れもある。その場合はファシリ
テーターから「動向を知るには、個人の記憶だけ
に頼るよりも、事務所に保管された文書記録を見
る方が正確ではないか」、「限られた時間で人々の

意見を捉えるには、アンケートよりもグループ討
論の方が効率的と思うがどうか」といった、他の
選択肢や新しい可能性を提案するように心がけ
た。その結果、多様な情報源から効果的にデータ
収集を行うことが可能となったと思われる。

②データ収集と分析の段階
次にデータ収集の段階に移る。ソルトマニラの

スタッフは業務を通じて、日常的に受益者に接し
ているが、社会調査の経験や技能が豊富にあるわ
けではない。そこでファシリテーターを講師に、
簡単な調査手法の講義をスタッフ対象に行い、ロ
ールプレイによる面接調査の研修も実施した。こ
れによってスタッフの多くがデータ収集をできる
ようになり、ファシリテーターが単独で収集する
よりも、多量のデータ収集が可能となった上、受
益者から生の声を聴くことによって、スタッフの
問題意識が高まることも期待できる。

しかしながら短期間の研修のみでは、面接やグ
ループ討論を通じて、客観的な事実を受益者から
引き出す調査スキルの体得は難しい。ファシリテ
ーターの観察でも、マニラスタッフによる収集デ
ータの信頼性は、当初高くはなかった。そのデー
タからバイアスのかかった評価結果を抽出してし
まう恐れもある。そこで毎回データを収集する度
に、スタッフでミーティングを持ち、データを共
有・分析しながら、その信頼性についても皆で確
認したり、他のデータとのトライアンギュレーシ
ョン（同じ事象を別の方法で調査する）の提案を
したり心がけた。「この意見は、全員の総意なの
か、特定の個人の発言なのか」、「発言者は、質問
の意図を十分に理解した上で、意見を述べたのか」

「他の調査でも、同じ結果が出ているのか、よく
見てみよう」といった具合である。この共有と確
認を繰り返す中で、スタッフ各自がデータの信頼
性を意識して収集を行う姿勢が見られるようにな
った。

収集したデータの分析に関しては、評価設問ご
とに収集したデータを大きな図表に記入して壁に
はり、それをスタッフ全員で眺めながら討論を行
った。データが示す事実に基づき分析・判断する
ことが大切であるが、現場経験豊かなスタッフほ
ど、特定の事象に強い思い入れがある場合が見ら

フィリピンでのNGO教育事業参加型評価
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れ、「私の経験ではこうだった」と、主観に基づ
き判断してしまう傾向があった。当事者の主観も
1つのデータではあるのだが、その点ばかりを拡
大解釈しては、評価結果が偏ったものになってし
まう。そこで、データを分析する際、発言者には
必ず理由を問いかけ、どのデータに基づいている
のかどうかを確認しながら、議論を進めるように
心がけた。その結果、収集データに基づいて発言
する習慣が、スタッフに徐々に身に付いたと思わ
れる。

③結果の報告と共有段階
評価の最後の段階が、結果の報告と共有である。

前述のように参加型評価では評価設計の段階から
利害関係者と合意をしながらプロセスを進めてい
るので、ことさらに最後の報告・共有のみに重点
は置かれていない。逆にどの段階でも常に関係者
に必要な情報が行きわたっているかどうか、チェ
ックが必要である。もし不十分であれば早めに共
有を進めることが重要となり、その役割はやはり
ファシリテーターが担うこととなる。

また、社会調査や分析に不慣れな関係者が、積
極的に評価に参加し続けるには、いくつかの工夫
が必要である。例えば、やさしい言葉遣い、親し
みやすい会議の雰囲気作り、スライドや図解を多
用したわかりやい説明等であり、その準備に相応
の時間を費やした。

さらに設計から報告に至る一連の評価プロセス
は、評価初心者には複雑で難しい場合がある。か
つそれを忙しく消化する中で、調査のための調査
になってしまい、そもそもの評価目的を忘れがち
である。そこで全体の流れを表にして会議室の壁
に貼り、連日プロセスの進行状況を示しながら、
同時に「プロジェクトを改善するために行う」と
いう評価目的を確認する作業が、皆で主体的に評
価を進める上で効果的であった。

評価調査に直接参加した関係者以外、すなわち
日本国内の資金提供者などへの結果報告と共有
も、評価の大切な仕事である。普通、日本の生活
とかけ離れた開発途上国の現場の情報やリアリテ
ィは、なかなか日本の市民には伝わりにくい。今
回、スタッフ間でのデータ共有や議論のためにた
くさんの図解や図表を作成したところ、これが帰

国してから国内関係者に評価結果をわかりやすく
伝えるのに有効であった。現場でデータ共有に有
効なツールは、日本国内の結果共有でも役に立つ
ことがわかったことは収穫である。

④評価プロセス全体を通じて
以上、述べたように、ファシリテーターは、評

価プロセスの進行をする傍ら、プロジェクト関係
者と深くコミットすることになった。全体を通し
て感じたことは、評価の進行に関する相談的な業
務の多さである。初めての評価であり、また参加
型で進めたため、各ステップにおいて、どのよう
に仕事が進むのか不明であり、関係者に不安があ
ったのだと思われる。その一方でプロセスに参加
し意識が啓発される中で、関係者が「これまでの
活動上の疑問が全て解決されるのではないか」と
いった評価に対する過剰な期待を持たせてしまう
場合もあり、評価の限界についても説明を行うこ
とがあった。

7．メタ評価（評価の評価）

メタ評価とは、評価の評価である。評価プロセ
ス終了時に、ソルト日本及びマニラのスタッフに
メタ評価（無記名）を実施した。質問項目は、参
加型評価の特徴から五つ用意した。①評価の目的
は達成されたか、②プロジェクトの将来の方向性
は明確になったか、③評価によって、利害関係者
のよりよい相互理解に貢献したか、④あなたや団
体にとって、何か新しい学びがあったか、⑤評価
ファシリテーターは適切に役割を果たしたか、で
ある。（5：最高、4：良い、3：普通、2：あまり
良くない。1：悪い）の五段階評価で採点しても
らった。ソルトマニラ7名のすべての回答の平均
は4.0で、ソルト日本5名の平均は4.1になっている

（表13及び図5）。また自由記入欄に、ソルトマニ
ラ、日本の面々が記入してもらったことは、表14
にまとめたのでご参照いただきたい。

評価目的の達成度を聞く質問①と②では、①が
日比の平均は4.05と「良い」で、②も4.05であっ
た。関連する自由意見としては「評価を通じて課
題が見えた（マニラ）」、「組織の弱み・強みが共
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有された」「現地スタッフのモチベーションが高
まった（日本-3名）」と、現状認識の深化と関係

者の意識の高まりが実感されている。関係者の相
互理解促進を問う③は、ポイントは3.9と3.8と普
通の範囲だが、自由意見では「異なる関係者に質
問すること学んだ」「関係者のお互いの大切さを
理解した（以上マニラ）」、「日比の目的や理念の
意見の違いがわかった（日本）」など重要な意見
が寄せられている。

評価による学習効果を聞いた④はマニラ側3.9
に比べ、日本側は4.4と0.5ポイントも高い。マニ
ラの自由意見には「ロジックモデルで成果を考え
る重要性」や「評価設問に沿って質問すること」
など評価の基本を学んだとある。次回以降、彼ら
のみで評価を実施できる可能性が高まったかもし
れない。日本側でも同様の学びもあったと思うが、
別の学びもあったようである。有給専従で構成さ

フィリピンでのNGO教育事業参加型評価
～ファシリテーターの役割とステークホルダーのエンパワーメント

満点5

マニラ7名 

日本5名 

平均 

①評価目的達成 

3.9 

4.2 

4.05

②方向性抽出 

4.1 

4.0 

4.05

④新しい学び 

3.9 

4.4 

4.15

平均 

4.0 

4.1 

4.05

③関係者相互理解 

3.9 

3.8 

3,85

⑤ファシリテーター 

4.3 

4.2 

4.25

（出所）評価プロセスに従い筆者作成 

表13 ソルト日本及びマニラによるメタ評価結果

評価目的は達成されたか 

平均 

評価を通じて新しい学びがあったか 

事業の将来の方向性が 
明らかになったか 

利害関係者の相互理解に 
貢献したか 

ファシリテーターは適切／ 
公平に働いたか 

（出所）評価プロセスに従い筆者作成 

ソルトマニラのメタ評価 
ソルト日本のメタ評価 

4.4 
4.3 
4.2 
4.1 
4.0 
3.9 
3.8 
3.7 
3.6 
3.5

4.4 
4.3 
4.2 
4.1 
4.0 
3.9 
3.8 
3.7 
3.6 
3.5

図5 ソルトマニラと日本のメタ評価グラフ

ソルトマニラ ソルト日本 

（出所）評価プロセスに従い筆者作成 

異なる関係者に質問する事

学んだ、ロジックモデルで

成果を考える重要性わかっ

た、評価設問に沿って質問

する事を学んだ、関係者お

互いの大切さを理解した、

評価を通じて課題が見え

た、ファシリテーターが良

かった、等 

目的や理念について日比の意見

の違いわかった、外部者に評価

を手伝ってもらって良かった、

組織の強み・弱みが共有され

た、現地スタッフのモチベーシ

ョン高まった、たくさんの気付

きを得た、外部の協力で内部評

価すれば結果を素直に受入れら

れる、等 

表14 メタ評価結果自由記入欄（抜粋）
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れているソルトマニラに比べ、ソルト日本は全員
ボランティアである。二つの国の地理的距離もあ
り、マニラの現場からの情報は、忙しい日本人メ
ンバーには十分に伝わらないこともあったのだろ
う。それが今回の評価を通じて一定程度、改善さ
れた実感が込められた数字というのが私見であ
る。最後の質問は、筆者の働きぶりの評価だが、
おおむね良い回答だった。しかし無記名といえど
も、目の前にいるファシリテーターへの批判的な
意見は、書きにくいことも考えられる。

8．結論

これまでの議論をふまえて以下の三つを本稿の
結論としたい。
（1）NGOプロジェクトにおける参加型評価とファ

シリテーターの役割
最初に、限られた事例の考察ではあるが、日本

のNGOの多くが行っているようなプロセス型プ
ロジェクトの改善の意味で参加型評価は効果的で
ある、ということである。

ソルト・パヤタスの教育支援事業の評価を参加
型で行うことによって、これまでの事業の一定の
有効性や妥当性などの成果が明らかになったと同
時に、目標設定の不明確さや、継続性の不足など
の今後の課題が抽出された。これら成果と課題が
参加型で議論され、関係者が自分たちの問題とし
て認識したことにより、今後立案される新プロジ
ェクトにおいて、今回の教訓が活かされ、より良
い事業が実施される可能性は高まったと考えられ
る。

ソルト・パヤタスの日本人代表による報告書と
メタ評価からは、「評価を下すまでのプロセスに、
関係する全スタッフが参加したこと、評価設計、
調査、結果分析など各段階において、細かく共有
の時間が用意されたことにより、成果、教訓、課
題について同時に考え、認識を共有することがで
きた」「今回の評価終了時、現地スタッフから、

『間をおかずに自分たちで新規事業のための調査
と計画立案を行っていきたい』という希望があげ
られた」「参加型であるが故に、その体験を関係
者が同時に体験でき、組織として今後に活かす可

能性が高まりました」などが報告されている（ソ
ルト 2009）。

二番目は、参加型評価の長所を活かし欠点を補
うために、外部ファシリテーターの存在が重要で
ある、という点である。理屈では参加型評価は内
部評価なので、外部者の支援がなくとも、内部の
関係者だけで実施が可能である。ただし評価知識
のばらつき、客観性確保、代表制の問題といった
参加型評価の短所を、限られた内部の資源だけで
克服することは困難である。外部者であり、評価
知識を持ったファシリテーターが、関係者の評価
プロセスを側面から支援することによって、これ
らの問題を最低限におさえ、参加型評価の利点で
ある、能力開発や主体性の強化、効果的なフィー
ドバックを確保して、プロジェクト全体を改善に
導いていくことが可能となる。「第三者で、しか
もNGOのことをよく知った専門家（ファシリテ
ーター）であったからこそ、思いを引き出し、相
手のモチベーションを高めるということが可能だ
ったのではないかと思います。参加型評価は、自
分たちだけでやれば、その結果に信憑性やその後
の（改善への）影響が少なく、第三者の参加型評
価の専門家を入れた時に効果が最大になると感じ
ました」など、ソルト代表からのコメントである。

最後に、そのファシリテーターの役割の中身だ
が、ファシリテーターの他、カウンセラー及びト
レーナーといった主に三つの仕事を総合的に担う
必要がある。一般にファシリテーターは社会活動
などを促進、援助するのが仕事であるが、参加型
評価のファシリテーターの仕事内容を振り返る
と、評価プロセス促進者の役割の他に、評価知識
や技術を教えるトレーナーの役割や、評価全般に
対しての相談ニーズに応えるカウンセラー的な役
割も必要であり（源 2009）、単なる進行役にとど
まらない、より広い能力が必要である。またこれ
らの役割を、必要に応じて臨機応変かつ柔軟に使
い分けなければならず、評価技術を超えたコミュ
ニケーション能力も求められる。

（2）残された課題
今後の課題としても、三つあげたい。
最初に、利害関係者の中での受益者の参加とエ

ンパワーメントの問題である。今回はソルトにと
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って初めての評価でもあり、評価設計から参加し、
データ収集や分析に積極的に携わったのは、プロ
ジェクトレベルのスタッフ、具体的にはソルト日
本とソルトマニラのメンバーやスタッフにとどま
った。結果としてスタッフレベルのエンパワーメ
ントは一定程度、進展したと思われるが、プロジ
ェクト現場には奨学生の子どもや保護者など、多
数の受益者が存在する。今回受益者の参加は、デ
ータ収集の際の情報提供と、評価の報告を受けて
結果を共有するレベルにとどまっている。ADB
の参加の深さでいえば、レベル1の情報共有か、
レベル2の相談にあたり、まだまだ積極的な参加
とはいえない。参加型評価においては、受益者の
参加を促進していくことは重要な視点であり、今
後の課題であると考える。その一方で、多様な受
益者の参加は現実的には困難な場合が多い。また
評価目的によっては、受益者の参加の必要性が低
い場合も考えられる。目的に沿って、どの利害関
係者が、どのように参加することが望ましいのか
を考える必要があるだろう。

次は、限られた時間と資金をどう使うか、とい
うポイントである。内部評価の性格をもつ参加型
評価は、深く参加するほど、関係者の作業量も増
える。プロジェクト・スタッフは、日常業務とし
ての事業運営も抱えており、評価の仕事はエクス
トラとなる。メタ評価でも「評価は大切だが、通
常業務と平行して行うことは大変だ」というマニ
ラスタッフの意見があった。今回二週間の現地調
査の中で、一週間を評価設計に充てた。設計に時
間をかけたことにより、データ収集は濃い密度で
行われたともいえるが、ファシリテーターとして
は、限られた滞在時間に収集や分析など全てのプ
ロセスが終了できるか、大いに不安であった。参
加型である以上、おおまかな予定はあっても、参
加者の理解度や意見で進行する速度に大きな差が
ある。評価設計も含め余裕のある調査時間がある
ことが望ましい。

また参加型評価といえども、外部ファシリテー
ターを活用する場合は派遣する費用負担が生じる
ので、多くNGOではその余裕がない。今回は
JICAの「アドバイザー派遣制度」を活用して大
変助かったが、評価に活用できるNGO支援の制
度は少ないという現状もある。

この課題をじっくり考えると、単純にファシリ
テーターの工夫と努力の問題ではなく、NGOの
プロジェクト・サイクルに関する制度化の問題で
あると気づく。事業の立案段階で、評価に必要な
予算やスケジュールを計画的に組みこんでおけ
ば、評価にかかる時間とお金の問題は、かなりの
程度改善されるはずである。要は、計画・実施・
評価・改善というPDCAサイクルを意識的に事業
に組み込むか否かが、問われている訳である。

最後は、ファシリテーターの中立性の問題であ
る。ファシリテーターの活躍で、参加型評価をよ
りよく実施することが出来る、というのが本稿の
主張である。しかしながら、実際の評価現場では、
さまざまな役割が必要であり、全ての役割を完璧
にこなすことは不可能である。また進行役として、
価値判断に中立であろうとしても、判断を手助け
する中で、さまざまな助言を行うことになり、知
らず知らずの内に、関係者の意志決定に影響を与
えてしまう恐れがある。ファシリテーターは、常
に自分の存在がどのように、評価プロセスに関わ
っているのか、慎重でなくてはならない。この件
に関しては、太田（2007）は、社会開発における
外部ファシリテーターの重要性を強調しながら
も、「ファシリテーターの介入が善意によるもの
であればこそ、見落とされがちな落とし穴がそこ
にはある」と、利害関係者の自発性を尊重するフ
ァシリテーターでさえ、その恣意性から自由でな
いことに警鐘を鳴らしている。その弊害を押さえ
るためには、ファシリテーターがバイアスを持ち
込んでいないかどうか、関係者によるチェックな
どが必要である。今回のメタ評価では「ファシリ
テーターは適切に働いたか」と漠然と聞いたのみ
で、何がどう適切であった／なかったかはわから
ない。ファシリテーターへのメタ評価の方法論も、
確立していく必要がある。

9．おわりに

参加型評価のファシリテーター専門家としての
筆者が、今後の方向性として思っていることを述
べて結びとしたい。

第一に、日本では参加型評価の実践事例がまだ
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まだ少ないので、筆者の体験を含めもっとたくさ
んの事例を収集・研究していきたい。プロセス型
事業に対する参加型評価の有効性も、複数事例に
よる相互検討や、従来型評価との実践における比
較の上で、さらに明らかにしていけるだろう。
2009年9月に、日本評価学会の中で「参加型評価
に関する研究分科会」を、学会員有志で立ち上げ
たが、この会が内外の事例や理論を紹介し、活発
な意見交換の場となることを願っている。

第二に、ファシリテーターの役割について、さ
らなる追求である。ファシリテーターは、参加型
評価の長所を伸ばし短所を補うだけでなく、全て
の関係者のエンパワーメントに、もっと寄与して
いけるのではないか。プロジェクト・スタッフだ
けでなく、多数の受益者の人々が、参加の深さに
おけるレベル5（協働）、レベル6（エンパワーメ
ント）の段階に達していくために、外部ファシリ
テーターはどのような貢献が可能なのか。おそら
くこの質問に答えるには、参加型評価だけではな
く、プロジェクトを形成して実施、その後評価し
ていくという参加型のプロジェクト・サイクル全
体の中での、ファシリテーターの役割を総合的に
考察していく必要があるだろう。

最後に、「NGO海外プロジェクト強化のための
アドバイザー派遣制度」を活用させていただいた
国際協力機構地球ひろばの方々と、評価を決断・
実施して私にファシリテーターの機会を与えてい
ただいた、ソルト日本の代表者やメンバーの方々、
楽しい評価をともに行ったソルトマニラのスタッ
フの面々を始め、忙しい日々の暮らしの中で時間
を割いてくださった、フィリピンの受益者住民の
皆さんに、多大の感謝の意を表して終わりとした
い。

注記

1 ベン相関図は、重要性を円の大きさで、相互の関

係性を円と円の間の距離で表す。

2 文化人類学者川喜田二郎によって創設された、参

加型問題解決手法･発想法。マーケティングや品質

管理、組織開発などに広く活用されている。
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Abstract

Participatory evaluation, which is conducted by project stakeholders, holds advantages for effective
assessment to improve programs. On the other hand, ensuring objectivity and the appropriate representation of
stakeholders are challenges. In the participatory evaluation process, the evaluator plays the role of facilitator, not a
position of assessor, as is the case of conventional evaluation. 

The author facilitated the participatory evaluation of a process oriented educational project, which is
implemented by a Japanese NGO,“Salt Payatas Foundation Philippines”. During the evaluation process,
stakeholder empowerment and raising awareness for improvement were observed. However, insufficient
evaluation skills and the tendency of subjective judgments were also encountered. Therefore, the facilitator made
necessary measures corresponding to the situation.

This case study verifies; the effectiveness of participatory evaluation for process oriented projects, and also
identifies three important roles of the facilitator in order to take advantage of participatory evaluation and make up
for its weakness.
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