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評価からロジックモデル（指標）へ 

 

九州大学 基幹教育院  

 小 湊  卓 夫  

 

 与えられた時間は 10 分という非常に短い時間ですが、一応きょう、事例紹介の後に皆さまが

たにやっていただくワークに関わる話になりますので、できるだけ要点を絞りながら簡単に説明

をしていきたいと思います。 

 ここにお集まりのかたがたは、実際のさまざまな法人評価、認証評価、または自己点検評価と

いった、評価に関わってる方も一定数おられると思いますし、IR 業務に従事されてる方もいら

っしゃることでしょう。ただロジックモデル自体が、行政評価の流れの中で出てきた話ですので、

まずは評価のところから入っていこうと思います。 

 

 

実際評価の業務をやって

いくといろんな悩みに直面

する、というのは皆さんご

自身の経験からお分かりい

ただけるかと思います。例

えば計画の立案者、大学の

執行部を中心に計画が立案

されるわけですけれども、

それと実際に実施する立場

の間で、掲げている目標の、

認識が実は食い違っていた

り、一致してなかったりす

る場面が、特に評価の段階

になってくると、あらわに

なってくるということはよくある話です。あと立案された企画を、どのように評価していいのか

分からない、非常に抽象的な、どうとでも取れるような計画が書かれてあったりすると、それ自

身非常に評価が困難になってしまうわけですね。ですからもちろん指標を立てることなんかでき

なかったりするわけです。同じことの裏返しの言い方かもしれませんが、目標が抽象的過ぎたり

非現実的だったりする。夢描くのは決して悪いことではないと思うのですが、必ず大学側が方向

性を定めてある決められた期間内に実施していかなきゃいけない、計画というレベルになってく

ると、さすがに夢を描くものでは何も形にならないということがあるのですが、うちの大学も含

めてやはりそういう計画がまだちらほらあると思われます。そうするとこれも評価がなかなか難

しかったりするんですね。ゴールが見えないからということが理由です。あと、これは評価担当

者が評価した後に直面する課題なのかもしれませんが、計画の立案者や実施者、深く関わってく

評価の現場における悩み
• 計画の⽴案者と実施者の間で目標の認識が⼀致
しているのだろうか。

• ⽴案された計画をどのように評価してよいのか分から
ない、評価指標が不明。

• 目標が抽象的すぎたり非現実的だったりして明確な
ゴールが⾒えにくい。

• 計画の⽴案者や実施者が、評価結果を利⽤しな
いのなら、評価はやるだけ無駄ではないか。

• そういった中で多くの指標が中期目標・中期計画の
中で設定されているあるいは押し付けられている
（藤井報告）
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る利害関係者が評価結果というものを利用しないまま、何か別のことをまた始めてしまう。本来

は評価は、改善をすることを目的に、またはそういうことを通じて組織のパフォーマンスを維持

したり向上させたり、ということのためにやってるはずだろうと思って評価に従事するわけです

けれども、なかなかこういうところが日の目を見なかったりする、報告書を書いて終わりという

ことも多々ある話です。 

 そういった中で、実は国立大学を中心に多くの指標というのがこの計画中に盛り込まなきゃい

けない、というふうに指示を受けて、実は今ちらほら出てきてる状況があります。その出し方が

本当に適切なのかどうかはこれから議論していかなきゃいけない話だとは思いますが、なんらか

の政策的な動向によってそれを押し付けられると、自発的ではなく、押し付けられるという計画

もないわけではないということですね。この辺に関しては、その結果を藤井さんに報告いただく

予定になっております。 

 

 

ただ本来は、先ほど申し

上げましたように、改善に

つなげるために評価をやる

というのが、本来の評価の

趣旨です。ですから評価担

当者は、評価結果に基づい

て改善や計画策定をしても

らいたいということを考え

るわけですけれども、なか

なかサイクルっていうのが

実現していかない、という

のがあります。例えば、大

学の中ではこの計画を、よ

く PDCA って使いますけれ

ども、ちょっとここでは違う表現を使ってますが、まず計画を策定します。そしてそれを実施す

るわけですけれども、その実施するときに、途中にさまざまなモニタリングも含めて、どういう

進捗状況なのかということを逐次点検していくことがあります。そして計画が終わった後に、実

際できたかどうかということの結果も含めて分析を行って、場合によってはそれを次の改善、ま

たは次のアクションを起こすための計画につなげていけるように、進めていく、つなげていくと

いうのができれば、評価をやるということの意味というものが実感できるわけですけれども、な

かなかそこが難しい状況であるということですね。 

 

（本来は）改善につなげる評価

⾏動と
改善

計画策
定

データ
収集

分析と
検証

• 評価担当者は、評価結果に
基づいた改善や計画策定を
夢⾒る→計画策定から評価・
改善への実現化を模索

• 評価担当者だけでは解決が
困難
 目標が不明確、共有できていない
 実現困難な内容
 実施担当者や責任者が不明
 投入資源が手当てされていない
 関連部署間の連携が取れない・・・等

茂木康俊，（2014年）より抜粋
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ですから、もともとは評

価のやり方というよりも、

そもそも評価の対象となる

目標計画、それ自体にやは

り多くの困難を抱えている

ということになります。そ

のことが実は評価を難しく

させているという側面もあ

るわけです。ですからそう

いう観点からすると、目標

計画を着実に達成するため

には、本来であれば、いつ、

誰が、どのような方法で何

をしなきゃいけないのかと

いうことが、きちっと共有されていなきゃいけない、認識されていなければならないのは、筋論

として当たり前の話です。あと計画の進捗、進み具合を確認するために、よく事務サイドではロ

ードマップを作成するということがあるんですけれども、ただそのロードマップが今言ったよう

な、いつまでにどうなっていなければいけないか、という記述だけが中心で、それをどういうふ

うなプロセスを経て実現していくのかということが、実は描かれてないことが多いです。結局ど

うやるかは全部現場に任せて、そういうのが必要な場面があるのはよく分かりますけれども、そ

れだけでは進まない部分もあるわけですね。ですから計画に対してのマネジメントができていな

かったり、または個人の頭の中で描かれてるものが、そのまま組織の計画になってたりする、っ

てことがちょこちょこ見受けられる。じゃあそれをどういうふうにして解決していくのかという

やり方なんですけど、そこはいろんな試みがあります。 

 

 その一つとして、今回は

ロジックモデルというやり

方を少し、本当さわりの部

分だけですけれども、経験

してみましょうということ

です。例えば、計画立案か

らその結果を出すまでには

幾つかのプロセスがありま

す。よく言われるように、

最初ある、人、もの、金、

情報等々の資源を投入しま

す。そしてその資源を活用

して、なんらかの活動を行

不⼗分な目標・計画の⽴案
• 目標・計画を着実に達成するためには、いつまで
に誰がどのような方法で何をなさなければならな
いのかをあらかじめ決めることが必要

• 計画進捗を確認するために、ロードマップを作製
するが、いつまでにどうなっていなければならないか
という記述が中心で、どういった因果関係で進捗
するのかが描かれていないことが多い。
→計画に対してのマネジメントが出来ていないor
個人の頭の中にあって明示されていない
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因果関係の連鎖として活動を捉える

投入資源

原因 活動
結果

結果原因

原因 成果

結果

結果

計画は、目標に⾄るまでの⼀連の流れが、しっかりと
デザインされていることが重要

原因と結果の連鎖として捉える必要がある
→そのような観点からの評価をセオリー評価、プログ
ラム理論の評価と⾔う
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っていって、その活動の直接的な結果が出てきます。その結果が時間がたつにつれて、周りにい

ろんな影響や変化を及ぼしていきます。これがアウトカムというものですけども、そういう一連

の流れがあるわけですが、計画を読んだ段階でここまでがきちっとイメージできてるかどうか。

さっき申し上げましたように、なかなかできないものが多いわけですね。ですから、ロジックモ

デルの考え方というのは、そこをちゃんとつながりを意識できるように形にしていきましょう、

というのが簡単に言えばロジックモデルの基本的な観点ということになります。ですからそれぞ

れのフェーズに分けていますけれども、ある成果を見込みたいのであれば、それはその成果がつ

ながるような、なんらかの原因となるものが必要になります。ですからその原因となる、その結

果がちゃんと出ていればここの成果につながるって話ですね。そういった意味で原因と結果のつ

ながりで、この一連のフェーズをつなげていくという作業を、この後やっていただきたいなと思

ってます。 

 

 要素はいろいろあります

けれども、まずは目標があ

って、その目標に基づいて

なんらかの計画が意図され

るわけですけれども、その

計画をきちっと実施できる

ように担保するために、イ

ンプットの部分、活動の部

分、そして結果の部分、ア

ウトカムの部分をどう分け

るかはいろいろありますが、

今回は最終的には短期のア

ウトカムと長期のアウトカ

ムというふうに分けて、そ

のつながりをきちっと見ていこう、と思います。 

 

 

ロジックモデルとその構成要素
目標

投入資源 活動 結果 短期のアウ
トカム

⻑期のアウ
トカム

• 目標を達成するまでの論理的な因果関係や構造を示したもの
＝資源の投入から論理的な流れを追って記述され配置されてい
るものがロジックモデルと呼ばれる。

• ⼀般的には、目標、投入資源、活動、アウトプット、アウトカムで
構成される。

• アウトカムは時間をかけて出てくるので、そのつながりを明示的に
示すために、段階的に分けて示すこともある。
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あとロジックモデルと指

標ということですが、本来

ロジックモデルは指標を策

定するためのツールという

わけではなくて、立てられ

た計画がきちっとしっかり

した計画になっているかチ

ェックした後の評価の成果

物として、実はロジックモ

デルが出てきます。ただこ

れは、計画が明確であれば

あるほど、つまりそのゴー

ルやアウトカム、または場

合によってはアウトプット

のイメージが明確であればあるほど、それは指標化しやすいので、今回はそこの部分を取り入れ

て、一緒に考えてみましょうというワークショップを企画しております。例えば、指標を立てる

ための明確な理論があるかというと、実はそういったものはないのが現状です。皆さんやはり、

どこの国でもいろいろ試行錯誤しながらやってるっていうのが正直なところです。なぜならば、

これは多分ある意味考えれば明示的なことだと思うんですけど、指標そのものは計測可能性を示

す手段にしかすぎないので、そこを立てる手段があるかって言われれば、それはないです。まず

対象となるものがきちっと論理的な展開ができていたり明確であれば、素人でも直感的にこれで

測ればいいんだなっていうのが、分かるものがいっぱいあるはずなんですけども。ですからそう

いった意味で理論が存在しないと思ってます。 

 あと活動に対するマネジメントの理論や枠組みというものは、いろいろと提案されています。

計画立案の本を紐解けば、いろんなものが出てきますけれども、その中の一つとしてバランス・

スコアカードがあったり、または行政評価の流れの一貫の中で、こういうロジックモデルやセオ

リー評価といったものが出てくるということですね。ですからこういう枠組みを借りながら、計

画の明確性だとか、そこの進捗を図る指標の策定を考えていきたいと思います。この辺について

はこの後、事例紹介があります。佐賀大学さん、明治大学さんですね。言葉遣いやその定義は若

干違うかもしれませんが、考えている意図というものは、ほぼ一緒のものだと理解しておりま

す。 

 

 

ロジックモデルと指標
• 指標をたてるための理論は存在しない
＝指標そのものは計測可能性を示す手段に過ぎない

• 活動に対するマネジメントの理論や枠組みを通じて指
標は抽出される
⇒バランス・スコアカード、ロジックモデル等（佐賀大学、
明治大学）

• ロジックモデルの作成により、目標や計画実施の各段階
での内容が明確になると、指標は⽴てやすくなる（佐賀
大学、明治大学）
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 あとロジックモデルの作

成によって、当然なんらか

の効果、影響が出てくるわ

けですけれども。これも実

際の事例の中でご紹介いた

だけるかとは思いますが、

目標や計画実施の各段階で

の内容が明確になると、指

標は立てやすくなりますし、

それが組織に及ぼす影響と

いうものも結構大きなもの

がある、というのが紹介さ

れるかと思っています。評

価とロジックモデルという

ふうにタイトルは付けていますけども、活動の結果から得られるアウトプットだとか、そのアウ

トプットによって変化する状態、アウトカム自体の評価は達成度の評価であって、何をどうすれ

ばより良い結果が得られるのかっていうのが、なかなか通常の評価の中では見えてこなかった部

分もあると思います。だから文科省の中では、それを指標という形で明示化しなさいという話に

なってるんだと思いますけれども、そういった観点から藤井さんあたりの報告を聞いてもらえれ

ばいいのかなと思っていますし、あとロジックモデルのプロセスに沿った実行によって、適切な

評価ができたり、または有益な情報、これ先ほども申し上げましたが、そういうのができると。

投入や活動結果、成果相互の関わりを意識して評価を行うということの事例を通じて、その意味

というものを明治大学さんの事例を通じて探っていただければと思っています。 

 いずれにしても活動を俯瞰し、目標を共有して、計画の実行をより確実にするということが、

大きな目標だということを最後に皆さんにお伝えして、これからの事例紹介とそのあとのワーク

ショップ臨んでいただければと思います。概略の説明としては以上になります。 
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評価とロジックモデル
• 活動の結果から得られるアウトプットやアウトカム自体の
評価は、達成度の評価であって、何をどうすればより良
い結果を得られるのかが⾒えてこない（藤井）

• ロジックモデルのプロセスに沿った実⾏により、適切な評
価と有益な情報をもたらすことが可能となる
⇔投入、活動、結果、成果相互の関わりを意識して評
価を⾏う（明治大学）

• 活動を俯瞰し、目標を共有し、計画の実⾏をより確実
なものとすることが可能
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