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【評価デザインフェーズの行動指針】【評価デザインフェーズの行動指針】【評価デザインフェーズの行動指針】【評価デザインフェーズの行動指針】案案案案 

公共の利益への責任公共の利益への責任公共の利益への責任公共の利益への責任 –––– Responsibilities for General and Public Welfare (AEA) 

評価に携わる者は、評価を通じ、特定の人々だけではなく、公共の利益に貢献する責任を有する。 

委託者 

評価を委託する者は、評価が自分自身の組織だけではなくて、社会

全体の公共の利益に貢献するように常に配慮すべきである。 

 

 

受託者 

① 評価する者には、公共の利益への責任がある。評価する者は、

特定の利害関係者の利益を超えた社会全体の福祉に配慮する

必要がある。 

 

② 評価する者は、評価計画を立てる際、全ての利害関係者の重要

な視点を考慮しなくてはならない。 

 

● When planning and reporting evaluations, evaluators should include relevant perspectives and 
interests of the full range of stakeholders.(AEA E1) 

● Evaluators have obligations that encompass the public interest and good. These obligations are 
especially important when evaluators are supported by publicly-generated funds; but clear 
threats to the public good should never be ignored in any evaluation. Because the public interest 
and good are rarely the same as the interests of any particular group (including those of the 
client or funder), evaluators will usually have to go beyond analysis of particular stakeholder 
interests and consider the welfare of society as a whole. (AEA E5)  

● When planning and reporting evaluation, evaluators should consider including important 
perspectives and interests of the full range of stakeholders in the object being evaluated. 
Evaluators should carefully consider the justification when omitting important value perspectives 
or the views of important groups. 
(John M. Owen, Program Evaluation, 3rd Edition の中で、AEAの 1994年度版の Responsibilities for 

General And Public Welfareの項目の一つとして提示されている。尚、AEA 2004年度版には同
一表現のものはない。) 

誠実さ誠実さ誠実さ誠実さ：：：：- Integrity / Honesty (AEA)  

評価に携わる者は、評価の全てのプロセスにおいて、誠実かつ公正に職務を行う。 

委託者   

受託者 

①� 評価する者は、評価の費用、業務内容、評価の制約、想定され

る評価の対象範囲、評価結果によるデータの利用範囲などの評

価計画について、委託者や利害関係者と誠実に相談すべきであ

る。 

②� 評価する者は、評価計画を検討する際に、誤った評価結果や不

十分な評価結果とならないように、委託者と事前に話し合わな

ければならない。また話し合いで解決されない場合、他の評価

者や利害関係者に相談し、やむをえない場合は評価の実施を辞

退することも選択肢とすべきである。 

● Evaluators should negotiate honestly with clients and relevant stakeholders concerning the costs, 
tasks to be undertaken, limitations of methodology, scope of results likely to be obtained, and 
uses of data resulting from a specific evaluation. It is primarily the evaluator’s responsibility to 
initiate discussion and clarification of these matters, not the client’s. (AEA C1) 

● Before accepting an evaluation assignment, evaluators should disclose any roles or relationships 
they have that might pose a conflict of interest (or appearance of a conflict) with their role as an 
evaluator. If they proceed with the evaluation, the conflict(s) should be clearly articulated in 
reports of the evaluation results.(AEA C2) 

● Evaluators should be explicit about their own, their clients’, and other stakeholders’ interests and 
values concerning the conduct and outcomes of an evaluation. (AEA C.4) 

● Where the evaluator or evaluation team is faced with circumstances beyond their competence, 
they should declare their limitations to the commissioner of the evaluation. (AES B14) 
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人々への敬意人々への敬意人々への敬意人々への敬意 –––– Respect for People (AEA) 

評価に携わる者は、情報提供者、受益者等の評価に関わる広範な人々の安全、尊厳、自尊心を尊重する。 

委託者 

評価を委託する者は、評価の対象となる受益者や市民に対して、事

業実施者と被評価者という関係ではなく、人対人として向き合うべ

きである。 

 

受託者 

 

① 評価する者は、少数者の権利と福祉に十分に配慮して評価

計画を立てるべきである。具体的には、文化、宗教、民族、

ジェンダー、障害、世代等の違いがもたらす影響に十分に

配慮して評価計画をたてるべきである。 

② 評価する者は、評価に関わる関係者、特に調査対象者の身

体的・社会的安全に、最大限に配慮して評価計画を立てる

べきである。 

③ 関係者の個人情報の保護や権利の尊重、そして法律上の義

務を十分に考慮して計画をたてるべきである。 

● Evaluators have the responsibility to understand and respect differences among participants, 
such as differences in their culture, religion, gender, disability, age, sexual orientation and 
ethnicity, and to account for potential implications of these differences when planning, 
conducting, analyzing, and reporting evaluations. (AEA D.6) 

● Evaluations should be designed and conducted to respect and protect the rights and welfare of 
human subjects. (Owen p.154, Property Standard P3 Rights of Human Subjects) 

● Evaluators should be sensitive to the cultural and social environment of all stakeholders and 
conduct themselves in a manner appropriate to this environment. (Canada – Integrity 3) 

● Account should be taken of the potential effects of differences and inequalities in society related 
to race, age, gender, sexual orientation, physical or intellectual ability, religion, socio-economic or 
ethnic background in the design conduct and reporting of evaluations. Particular regard should 
be given to any rights, protocols, treaties of legal guidelines which apply. (AES B.10) 

独立性独立性独立性独立性 

評価に携わる者は、評価の客観性を損なう圧力を排除し、評価の独立性を重んじる。 

委託者 
評価を委託する者は、評価者が必要な独立性を保てるように、管理

体制や調査対象者へのアクセスを十分に確保すべきである。 

 

受託者 

評価をする者（特に内部評価者の場合）は、委託者や利害関係者か

らの独立性を確保し、客観的な視点にたって評価計画を立てるべき

である。 

 

体系的調査体系的調査体系的調査体系的調査 –––– Systematic Inquiry (AEA) 

評価に携わる者は、どのような評価においても、体系的かつデータに基づいた評価を行う。 

委託者 

評価を委託する者は、評価者が十分に体系的な調査を実施できる

ように、評価の予算、時間、その他必要な資源を十分に確保すべ

きである。 

 

受託者 

① 評価する者は、評価実施に際しては最も適切な技術的水準を提

供することを追及せねばならない。 

② 評価する者は、プログラム実施者のある特定の見方に陥らない

ために、複数の方法を用いて情報を収集し多様な角度から検証

する方法を取り入れるべきである。 

③ 評価する者は、評価は事実特定に留まらず何かしらの価値判断

● The context in which the program exists should be examined in detail, so that its likely influence 
on the program can be identified. (Owen p.154, Accuracy Standard, Context Analysis) 

● Evaluators should seek a comprehensive understanding of the important contextual elements of 
the evaluation. Contextual factors that may influence the results of a study include geographic 
location, timing, political and social climate, economic conditions, and other relevant activities in 
progress at the same time.(AEA D.1) 
 *AEAでは Respect for Peopleの項目に位置づけられている 


