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ロジックモデルの作り方 

 

九州大学 基幹教育院  

 小 湊  卓 夫  

 

 皆さん、これから、ワークショップに入りたいと思いますので、よろしくお願いします。ただ、

その前にロジックモデルの概略と、その後、三つの指標も含めた事例の話がありました。ここで

は、今回使うロジックモデルの各要素の概念定義というほどではないんですが、アウトプットだ

とか、アウトカムという言葉が、今、いろんな言葉が使われてます。それがどういうものかとい

うことの説明を中心に、軽く 10 分ぐらい、説明させていただきます。その後に、演習に皆さん

と入っていこうと思っています。ですから我慢して聞いていただければと思います。 

 

 

ロジックモデルを構成す

る要素は、やり方によって

いろいろあるんですけれど

も、一般的には大体、こう

いった要素が取り上げられ

るということです。最初に、

私が概要の所でお示しした

ものとは違うのが、ここの

目標の所を二つに分けてい

ます。ここの話から入って

いこうかと思っています。

あと、実際、机の上にワー

クショップで使うシートが

ありますが、2 枚目の A3 の

大きなシートは、実はこのアウトカムを短期と長期に分けてるんです。山本さんの事例紹介の中

でも、後半のほうでそういう話が出てきました。また、それは後で説明等々、付け加えていきた

いと思います。やり方は本当にさまざまなので、ロジックモデルを作成する決まった方法がある

わけではありませんが、構成要素はほぼ共通しているということです。 

 

 

ロジックモデルを構成する要素
• 目的・上位目標(goal)
• 個別目標(objective)
• 投入資源(input)
• 活動(activity)
• 結果(output)
• 成果(outcome)

– 上記以外に前提や仮説、成果を⻑期・短期に分けたり
副次的要素が存在する場合がある

– そのためロジックモデルを作成する決まった方法があるわけ
ではない
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作成フォーマットはお手元

にあるので、これ、飛ばし

ます。ワーク 1 は、A4 の小

さな紙。ワーク 2 に関して

は、A3 の大きな紙で、やっ

ていきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロジックモデルってどう

いうものか、イメージをつ

かんでもらおうと思って、

差し挟んだシートがこれで

すが、非常に字が細かくて

読みにくいかと思います。

申し訳ありません。実は、

これは、ロッシ、リプセイ、

フリーマンっていう、アメ

リカの大学院等々で使われ

る、政策評価とか、評価理

論のテキストです。非常に

有 名 な 『 Evaluation; A 

Systematic Approach』とい

うテキストがあって。それが日本語に 2005 年に翻訳されてるものがあるんです。その中に幾つ

か事例が挙がっていて、イメージをつかんでもらおうと思って、取り出したのがこの事例です。

これ、何かっていうと、簡単に触れときます。アメリカの社会問題いろいろありますけども、そ

の一つに、未成年で母親になってしまう若い人がいるわけですけれども、そういう人たちが、よ

く育児を放棄したりしてしまうということがあって、そこを少なく、あるいはなくすために、育

児プログラムにおけるさまざまな政策というのが、州レベルで取り組まれているということがあ

ります。それを改善していくためのプランというものがあって、例えば、ここに長期アウトカム

がありますが、「12 カ月時の適切な身体、運動、言語、社会的発達における発達課題を乳児が達

成する」というものです。生まれて 12 カ月、1年以内に、ちゃんと育児や環境を整えて、普通の

家庭の子どもたちと同じような水準に持っていくというぐらいのイメージで長期アウトカムを考

ロジックモデル作成フォーマット例

投入 活動 結果 成果

各ステップの具
体的内容

指標や目標
値の設定

• 最終的にはＡ３用紙に、上記のつながりが分か
るように記述してもらいます
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ロジックモデルの例

•ソーシャルワー
カー

•看護師
•育児マニュアル
ビデオ教材

インプッ
ト

プログラムに参加
する妊娠未成年

者の同定
活動

出産3カ月前か
ら産後年までの
間、週2回、1回
1時間の研修を

⾏う

活動
妊娠未成年者
がプログラムに参

加する

アウト
プット

未成年者が出
産前の栄養摂
取および健康
ガイドラインに

従う

初期アウ
トカム１

未成年者が健
康な乳児を出

産する

中期アウ
トカム

出産3カ月前
から産後年まで
の間、週2回、
1回1時間の研

修を⾏う

中期アウ
トカム

未成年者が乳
児に対する正し
いケア、哺乳、
社会的相互作
用の知識を得る

初期アウ
トカム２

未成年者が適
切なケア、哺乳、
社会的相互作
用を乳児に提

供する

中期アウ
トカム

⻑期アウトカム

•12ヶ月時の適切な⾝体、運動、
言語、社会的発達における発
達課題を乳児が達成する

未成年⺟親のための育児プログラムにおけるロジックモデル（指標は省略）

ロッシ,リプセイ,フリーマン，（2005年）より抜粋
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えている。そのためにインプットとしては、当然、人材として、ソーシャルワーカーや看護師、

あと、さまざまな教材として、育児マニュアルや、ビデオ教材等々をインプットとしています。

そこで、さまざまな活動が展開されるわけですが、このロジックモデルでは、プログラムに参加

する未成年の妊婦がどういう人たちなのかっていうことを、きちっと同定しています。その人た

ちを誘い込んで、出産3カ月前から産後1年までの間に週に２回。1回当たり、1時間の研修を行

うという活動を行った。その結果として、プログラムを実際に何人参加したのかっていうことが

アウトプットになる。問題は、このアウトカムにつながるルートが、このアウトプットから、初

期のアウトカム、中期のアウトカム、そして長期アウトカムとここでは 3 段階に分けてます。複

数ルートが、当然、出てくる可能性があります。この活動も複数に分かれて、複数のアウトプッ

トが出てきて、それぞれのアウトプットが幾つかのアウトカムにつながっていくという複雑なモ

デルになっていますが、そこはやりながら、考えて展開していけばいいのかというふうに思って

おります。いずれにせよ、このインプット、投入、資源の投入の所からアウトカムの所までを論

理的に展開が追えるような形にするということです。この場合、横の矢印で展開してますが。ロ

ジックツリーみたいな形で、ツリー状に示す場合もありますし、さまざまにやり方はあります。

今回の演習はシート使いますけれども、皆さんが実際に何かされる場合には、使いやすいやり方

でやっていただいていいのかと思っています。 

 

 

目標 goal に関してですが。

日本語では、目的と目標を

どういうふうに説明するの

かが、人によってまちまち

なので。英語を挟んでいま

すが。英語では goal と言わ

れるものと、objective と

いうものがあります。これ、

明らかに書かれている内容

の水準が違います。ここで

は取りあえず、goal を目的。

objective を目標というふ

うに示しています。goal っ

ていうのは非常に曖昧でい

いんです。こういうふうになっていたいっていうのが goal なので。明確であれば、それに越し

たことはないんですが、要は計画を達成して、追求される望ましい状態、状況だとか、状態の変

化が記されていればいい。なので、例えば、これ、明確ですが、学生の英語力、英語の運用能力

を高めるためにTOEICの平均点を上げますというのが、非常に明確にgoalとして示されていれば、

これはこれで結構だということです。こういうのは当然、誰もが、そうだって思うわけです。で

すから、合意を取りやすいんです。ところが、一般的には goal は抽象的に書かれていて、数量

的に測定可能な形で書かれていない場合があります。そういったものに関しては、個別目標とい

目的(goal) ・目標(objective)
• 目的(goal)は計画達成によって追求される望まし

い状況や状態の変化→そのため合意しやすい
（例︓TOEIC平均点を上げる）

• ⼀般的には抽象的に書かれているため、数量的に
測定可能な複数の個別目標に整理されなければ
ならない

• 個別目標(objective)は測定の方法や基準が分
かる書き方がなされなければならない
→関係者の合意が簡単ではない（例︓英語の授
業のカリキュラムを改訂する、英語カフェの設置）

• 成果（⻑期アウトカム）と同⼀の場合もある
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う形で、objective と言いますけれども、そこに落とし込んでいく、具体的なものに落とし込ん

でいくやり方をとっていきます。こうなってくると、ここが、関係者の合意形成が非常に難しく

なってくる場面です。要は、これをどうやって、達成していけばいいのかというところで、ロジ

ックモデルを展開していくって話になります。例えば、平均点を上げるんだったら、英語の授業、

カリキュラムを変えましょうだとか。環境を変えましょうというようなことを提案するのはでき

るんですけども。実際、人や資源さまざまなものを投入して、誰がやるのか、いつまでにやるの

かっていうことをやりだすと、総論賛成で、各論反対っていうのはやっぱり出てくるわけです。

ただそこを、なるべく具体的に落とし込んでいったものが objective だということだけご理解い

ただければと思います。ですから、アウトカムっていう言葉よく出てきますけれども、計画によ

っては、このアウトカムが、この個別目標です。場合によっては、この目的かもしれませんけど

も。普通はこの個別目標とほぼ同等の場合というものは結構あります。 

 

 

インプット、これはもう

いいと思います。投入資源

は、人やお金、あと、場所、

テクノロジー、技術等々い

ろいろあります。場合によ

っては情報というのもある

のかもしれませんが、これ

カテゴリーごとに分けて、

整理してまとめて書くと分

かりやすいですというだけ

の話です。 

 

 

 

 

 

投入資源(input)
• 計画を達成するために必要な投入資源を全て

書き出す
• 投入資源は⼀般的に複数に類型化出来る

– 人的資源
– 財務的資源、予算
– スペース、活動の場所や施設
– 技術
– 設備

• 投入資源をカテゴリーごとに分類して記述
6
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次に activity。活動の部

分ですけれども。その投入

を受けて、どういう活動を

するのかということです。

で す か ら 、 投 入 資 源 と

activity は何らかの関連性

を持って、やはりひも付け

ておかなければ、本来はい

けないんです。ただ、先ほ

どもあったように、国立大

学の計画の場合は、ここが

極めておざなりになってい

る。お金もないのに、やれ

というようなことも、場合

によっては、現場では、よく出てきたりもします。それはさておき、activity に関しては、さっ

きも出てきましたが、一般的には制度設計だとか、サービスや製品の開発提供、インフラの整備

等々が具体的な記述内容として挙げられます。○○室の設置を行うだとか、□□に対する支援を

行う、またはこういうシンポジウムや集会もそうですけど、●●を開催するといったようなもの

です。想定される結果を生み出すために、何を行えばいいかということを、ここでいろいろ考え

ている。だから、ある特定の個別目標に対しては、取り組むべき中身っていうのが、実にパラレ

ルに展開していかないと、なかなかうまくいかないっていうものもあるかもしれません。先ほど

も申し上げたように、関連する活動はグループ化して分かりやすく、整理してまとめておくとい

うことも必要だということです。 

 

 

あと、アウトプットです。

実はアウトプットとアウト

カムの違いっていうのが、

非常に分かりにくかったり

します。実は、ここを、要

は説明したかったというこ

とです。これからの演習で

やっていただく中でも、混

乱する場合があるかもしれ

ませんので、ここは少し丁

寧に説明したいと思います。

ここでのアウトプットとア

ウトカムは、こういうふう

活動内容(activity)
• ⼀般的には制度設計、サービスや製品の開発・提

供、インフラ整備等が挙げられる（例︓ ○○室の
設置、■■⽀援を⾏う、△△を開催する）

• 想定される結果を⽣み出すために、何を⾏えばよい
かを考える

• 結果につながるプロセスや方法等について考え記述
する

• 関連する活動はグループ化しておく（例︓英語の
学⼒向上のため、カリキュラム、授業、⽀援の各領
域において対策が⽴てられる）

7
 

結果(output)
• 結果は計画を実施した結果、直接⽣み出されるも

のであって、予想される変化では無い
• 測定が可能なもの
• 各アウトプットは投入や活動と確実に関連するものと

して記述することが必要
– 計画がどの程度適切に実施されているかを評価する

（例︓ ■■⽀援をＸ人に⾏う、△△をＹ回開催す
る）

• 短期的アウトカムを⽣み出す場合、複数のアウト
プットが必要となることがある
→予想される全てのアウトプットをあげる

8
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に考えてくださいという一つの例です。結果＝アウトプットは計画を実施した結果、直接生み出

されるものであって、それによって、予想される変化そのものを記述するものではないというこ

とです。なおかつ、測定が可能なもの、なるべく、測定が可能なものです。さらに各アウトプッ

トというのは、投入や活動と activity と、確実に関連性を持ったものとして記述するのが望ま

しいということです。例えば、計画がどの程度、適切に実施されているかは、当然、評価すると

いう立場になってくると、その例として、何々に対する支援を場合によっては、何人に行ったと

か。ある催し物を何回開催するというような形で、そのアウトプットを記述できればより良いと

いう話になるわけです。先ほどもあったと思いますが、activityの所に何らかの支援を行う、何

とかを開催するとあった場合、当たり前の話ですけれども、アウトプットとしては、この支援を

どの程度行ったのか、ある催し物を何回、例えば 1 年間なり、6 年間で開催したのかっていうこ

とを明確に記述できればいいという話です。ところが、これをやったことによって、いろんな所

に影響が波及していくわけです。それによって、私たちの周りの状況が変わっていく。実はそれ

が一般的には、ロジックモデルを使う側からすると、それがアウトカムというふうに表現される

ものです。ただ、そのアウトカムも時間の経過とともに、いろいろと変わっていく場合があるの

で、それを、長短で分ける場合もあるというだけの話です。ですから、短期的アウトカムを満た

す場合は、複数のアウトプット、これもそうです。幾つかのアウトプットがあって、それが最終

的にある一つのアウトカムに結び付いててやっていくんだということもあります。ここは、適宜、

判断してもらいたいということです。 

 

 

今、挙げたアウトカムで

すけれども、計画を実施し

た場合に達成しようとする

望ましい状況、これを記述

する所がアウトカムです。

だからその計画を実施する

前後を比較したときの違い

が分かるようなものになっ

ていればいいということに

なります。違いです。活動

の結果、起こる変化や違い

を記述してくださいという

ことです。変化や違いの影

響を受ける対象を明確にし

ておけば、それはなお良いということです。計画によって、できたり、できなかったりする場合

があるかもしれません。例えば、先ほど、TOEIC の平均点上げますっていう話があったときに、

アウトカムとして、記述する場合は、これはかなり具体的に書いてますが。4 年生の段階で、

TOEIC の平均点が X 点。1 年生の平均よりも 70 パーセント増加することを目指すと、書いてあれ

ば、これはアウトカムになるわけです。「アウトプットは何」って言った場合は、例えば TOEIC

成果(outcome)
• 計画を実施した場合に達成しようとする（願

う）望ましい状況を指す。その計画を実施する
前後を比較した時の違いを表現したもの

• 活動の結果起こる変化や違いを記述する
• 変化や違いの影響を受ける対象を明確にしてお

く必要がある（例︓ 4年⽣のTOEIC平均点Ｘ
点、1年⽣の平均より70％増加）

9
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を何人受講しただとか。全学で全部強制的にやるんだったら、年、何回、実施したっていうのが

アウトプットになります。アウトカムは、そのアウトプットを受けて、この点数が変わると。で

きたら、これを伸ばしていきたいという、変化させるということに力点が置かれてますから。こ

れはアウトカムになるという話です。問題は、平均点が上がったら、その後はどうなのかって、

当然、あるわけです。国際的なリーダーとなるような人材育成をするだとか、または地域であっ

ても、国外にいても、その国際的な感覚を持って、英語ができることが国際的な感覚を有してい

るかどうかは別にしても、そういう手段をいろいろ使いながら、周りの人と一緒に協力して、社

会のために何か貢献する人材を育成するみたいなところに、時間をかけてつながっていくわけで

す。本来は、そういうことを想定して、その英語の力を伸ばそう、または国際的な感覚を養うと

いうような考え方になってるはずだと思います。 

 

 

一つの事例ですけれども。

そうなってくると、当然、

成果っていうのは、TOEIC

の点数が上がったというこ

とになります。卒業時点で

上がりましたと。そのこと

がその人のキャリアを積ん

でいく中で、どういうふう

に他のところに影響してい

くのか。場合によっては就

職に影響するかもしれない

し、就職した後に、英語が

ある程度できるということ

によって、ある特定の仕事

が任されるだとか、海外に行って仕事をするだとか、そこによって、いろんな人とのつながりの

中で、重要な仕事をしていくみたいな感じで、どんどん波及していくわけです。そうすると、そ

こは時間的な連鎖がずっと続いていくので、どの時点で区切って見ていくかということは、便宜

的に短期で見る、中期で見る、または長期で見るというふうに分けていくことが必要になってく

る場合がありますということです。 

 

 

成果の時間的な連鎖
• 特定の活動の結果は時間をかけて対象に影響

を与えていく（教育の成果を測ることのむずかし
さ）

• 成果の連鎖の時間のかかり方によって、段階的
に短期アウトカム、中間アウトカム、⻑期アウトカ
ムと分ける場合がある

10
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あと、指標の設定という

ことですけれども。今回は、

ロジックモデルを簡単に記

述してもらった後に、それ

ぞれの段階で、モニタリン

グするための指標、または

評価するための指標という

ものを設定してもらうとい

うこともやっていただきま

す。具体的に表現されてい

れば、実は、指標って結構、

設定しやすいんですが。難

しいと思った場合は、これ

を質問形式に置き換えて考

えてみましょう。例えば、何とかの認知度を高めるみたいな言い方がされたときに、ここで指標

を考えようと思っても、なかなか頭がうまく働かない場合があるので、質問形式にして、何々に

対する認知度は高まりましたかとし、もし自分が聞かれたら、どう答えようかというふうに考え

てほしいということです。それを認知度の高まりを何で表現するのか。そこを考えることが指標

の設定をするということに直結していきます。なかなか難しい場合があります。だから、定量的

に表現されるものばかりではありません。定性的なものも、場合によっては出てくることがある

といることは、頭の隅に置いといてもらえればいいと思います。 

あと、各段階で－各段階っていうのは、投入、資源の投入からその活動があって、アウトプッ

トです－結果が出て、そしてアウトカムにつながる。それぞれの段階で、表現されてる中身が明

確であれば、これ、繰り返しになりますが、指標は極めて設定しやすくなります。もし、そこが

不明確であれば、もう一度、ロジックモデルの見直しを行うっていうことがあってもいいと思い

ます。明確になるまでです。あと、指標設定作業というのは、計画やロジックモデルの明確性、

妥当性を、検証する作業につながります。指標が本当に設定できるのかと思ってやってみる、い

ろいろ原因を考えてみると、計画が極めて曖昧だったとなれば、その計画をいろんな人の協力の

下に、もう少し明確化できないかというふうにしてやっていく。それが明確になれば、指標がさ

らに設定しやすくなるというプロセスがあります。経験上。やっぱり、この計画の明確性、妥当

性を検証するっていうことは、その指標設定作業の中で、こういうことを、実は検証しているこ

とにつながるんだという話です。 

 

 

指標の設定１
• 具体的に表現された中⾝を、質問形式に置き

換えて考える（認知度を⾼める→認知度は⾼
まりましたか︖それは何で表現しますか︖）

• 必ずしも定量的に表現されるものばかりでは無い
• 各段階で表現されている中⾝が明確であれば指

標は設定しやすい
→不明確であればロジックモデルの⾒直しを⾏う
→指標設定作業は計画やロジックモデルの明確
性や妥当性を検証する作業につながる
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ただ、指標といっても、直

接指標と間接指標っていう

言い方、お聞きになってる

方も多いと思うんですが、

あります。本来であれば、

できる限り、この直接指標

というものを設定していた

だきたいわけです。明確に

チェックができます。例え

ば、教育の場面においては、

各種試験の結果。先ほどの

TOEIC のような場合もそう

ですけども、こういうのは

直接指標と言われるもので

す。ところが、よく大学の中で行われる学生調査、満足度調査だとか、自分が大学教育に対して

どう思っているのかっていう、ああいう出てきた結果を指標として使おうとすると、これは、通

常、間接指標って言われていて、直接指標とは切り分けて考えます。これは、その、何ていうの

か、活動だとか計画の中身を直接示すものではなくて、その個人、主体がさっきの満足度調査な

んかそうですが、どう思っているかを聞いているだけなので、本当にその計画どおりにいってい

るかということの検証は、この間接指標だけではできないんです。およそ、類推することはでき

ても。絶対にそれを達成できてるというふうには言い切れません。ですから、なるべく、この直

接指標で表現してくださいっていう話です。ただ、できないものもあります。計画によっては。

その場合は、間接指標、場合によっては、代理指標という言い方をしますが。およそ、この指標

を満たせば、普通に考えれば、この辺のことは大体できているはずだというふうに、論理的につ

ながりが持たせるのであれば、この間接指標は、全然いいと思います。そういうような形で、計

測可能性や妥当性、信頼性っていうのを検証してもらいたいと思ってます。指標の部分です。 

 

 

指標の設定２
直接指標 間接指標

計画の内容等を直接計測でき
る指標
・各種試験の結果

計画の内容等を間接的・代理
的に表現する指標
・満⾜度等のアンケート調査

12

• 可能な限り直接指標を考える
• 直接指標が導出できない場合は、間接指標（代

理指標）と計測対象との論理的つながりを意識し
て考える

• 計測可能性、妥当性、信頼性等を検証
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 あと、ロジックモデルの

見直しと共有ですが。本来、

ロジックモデルは、例えば

ここに IR や評価の担当者が

いらっしゃってるわけです

が、1人でやるものでは、当

然、ありません。先ほどの

末次さん、山本さんの事例

報告から分かるように、関

係者がみんな集まって、こ

の計画を実行していくには

何が必要で、どうすればい

いのかっていうことを、き

ちっと議論することが大事

なんです。だから、あくまでもロジックモデルっていうのは手段です。この作成を通じて、評価

者が単独ではなくて、計画や実施の関係者、利害関係者と密なコミュニケーションを図っていく

というのが、一つの大きな効用だと思います。あと、出来上がったロジックモデルを使って、進

捗管理を行って、常に見直しを行っていく。その中でさらに、各部署とのコミュニケーションが

取れるはずです。そうやって目標を共有していくっていうことが、組織にとっては結構大事なこ

とだろうと思ってるわけです。それが三つ目です。要するに、計画や目標に対するコンセンサス

を築いて、組織活動の方向性を共有していく。その方向にちゃんと向かっていく。そういう意味

では、評価担当者っていうのは、組織の結節点だとか、接着剤となり得るんだろうと思います。

勝手に思ってはいるわけですが、人に依存する部分なのかもしれません。大体、そういう考え方

で、これからロジックモデルの作成を行っていきたいと思います。 

 

 

 

 

ロジックモデルの⾒直しと共有
• ロジックモデル作成は、評価者が単独で⾏うので

はなく、計画や実施の関係者と密なコミュニケー
ションを図りながら作成する

• 出来上がったロジックモデルを使い、進捗管理を
⾏い、常に⾒直しを⾏っていく必要がある

• それらの活動を通して、関係各署と意思疎通を
⾏い、コンセンサスを築くことで、組織活動の方向
性を共有することにつながる
＝評価担当者は組織の結節点や接着剤となり
うる
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