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＜要約＞＜要約＞＜要約＞＜要約＞ 「評価者倫理・スタンダード」の行動指針(Codes)案を策定するにあたり、2009年、2010

年に日本評価学会会員を対象に実施した質問紙調査結果、及び各国評価学会における調査結果等を

参考に、今後検討を要すると思われる論点を整理する。 

 

＜キーワード＞＜キーワード＞＜キーワード＞＜キーワード＞ 評価者倫理、基本原則（Principles）、行動指針（Codes） 

  

１．はじめに１．はじめに１．はじめに１．はじめに：：：：    

（１）「評価者倫理・スタンダード」とは 

「評価者倫理・スタンダード」は、前文、

Principles、Codesで構成される（概念図参照）。

Principlesとは基本的な原則を示すもので

（以下「基本原則」）、Codesはそれに基づき

具体的な行動指針を規定するものである（以

下「行動指針」）。基本原則は行動指針より

抽象度が高く、行動指針の項目間で対立が生

じた場合や個別ケースに対し答えを見出せな

い場合等に拠って立つ原則である。 

「評価者倫理・スタンダード」は、日本評価

学会会員のみならず、日本国内において評価に関わる学会会員以外の評価者、評価委託者

も対象として想定することとした。 

 

（２）基本原則（Principles）案の策定 

各国評価学会、学術団体、専門職団体の基本原則、先行文献、日本評価学会会員を対象とした質

問紙調査等をもとに、2010 年の学会全国大会にて、以下の基本原則案を報告した。（基本原則案の

策定プロセスについては小林・一寸木(2010)参照）（別添別添別添別添 1111：「各国評価学会等の基本原則：「各国評価学会等の基本原則：「各国評価学会等の基本原則：「各国評価学会等の基本原則    比較表」比較表」比較表」比較表」） 

 

①公共の利益への責任：①公共の利益への責任：①公共の利益への責任：①公共の利益への責任：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。 

②誠実さ：②誠実さ：②誠実さ：②誠実さ：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。 

③人々への敬意：③人々への敬意：③人々への敬意：③人々への敬意：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。 

④独立性：④独立性：④独立性：④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、評価者をはじめとする関係者の独立性

を重んじる。 

前文前文前文前文

Principles

Codes
 

「評価者倫理・スタンダード」概念図 



⑤体系的調査：⑤体系的調査：⑤体系的調査：⑤体系的調査：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。 

⑥有用性：⑥有用性：⑥有用性：⑥有用性：評価に携わる者は、評価結果を意思決定に活用する者に有用な評価情報を提供できるよう、評価

の設計、調査・分析、及び報告を行う。 

⑦専門的能力の保持・研鑽：⑦専門的能力の保持・研鑽：⑦専門的能力の保持・研鑽：⑦専門的能力の保持・研鑽：評価に携わる者は、評価に必要とされる専門的能力を保持し、その研鑽に努め

る。 

※基本原則の説明文は暫定的なもので、現在分科会において文案を検討中。 

 

２．日本評２．日本評２．日本評２．日本評価価価価学会会員を対象とした調査からの知見学会会員を対象とした調査からの知見学会会員を対象とした調査からの知見学会会員を対象とした調査からの知見：：：：    

上記の基本原則案は、その性格上抽象度が高く、結果としてアメリカ評価学会やオーストラリア

評価学会等の基本原則と類似した項目構成となっている。他方、これから策定するより具体的な行

動指針（Codes）は、必然的に各国における事情を反映したものとなる。 

 

（１）日本評価学会員対象調査の結果 

そこで、日本評価学会としての行動指針案を検討するにあたり、2009 年から 2010 年にかけて同

学会会員を対象にした質問紙調査の自由回答を活用してみることとした。 

分科会では、「評価作業の段階（フェーズ）ごとに、評価者が直面する課題や、関係する利害関

係者は異なる」との理由から、行動指針案検討にあたりマトリクス表を作成し、縦軸に評価の各段

階を、横軸に基本原則案 7項目をとり、縦横の整合性を管理しながら検討作業を進めることとした。 

まず、そのマトリクスの特にどのあたりに問題が生じやすく、重点的に検討すべきかを把握する

ため、同学会会員調査の「（問２）倫理的な問題を感じたことがある場合、それはどのような状況

か」に対する自由回答を、上記マトリクス表に合わせて整理し直してみた。その結果は、別添別添別添別添 2222 のののの

「『評価者倫「『評価者倫「『評価者倫「『評価者倫理・スタンダードに関するアンケート』自由記述概要（問理・スタンダードに関するアンケート』自由記述概要（問理・スタンダードに関するアンケート』自由記述概要（問理・スタンダードに関するアンケート』自由記述概要（問 2222）」）」）」）」のようになった。 

大まかな傾向として、縦軸（評価作業の段階）で見た場合、「評価結果の報告」及び「評価結果

の活用」という評価作業の最後の段階で、評価結果に対する圧力の問題等、多くの問題に関し回答

が集まっていることが見てとれる。次に評価の導入部分である契約（評価全般に関する取り決め時）

では利害関係者との適切な関係に関する問題等についての回答があり、またデータ収集・分析の段

階では調査に関する専門的能力の不足、調査・研究倫理に関する知識の不足に関する回答が複数見

られた。 

また、横軸（基本原則 7 項目）の観点で見た場合、「体系的調査」、「専門性」という方法論に関

する問題の回答は比較的少なく、「誠実性」、「人々への敬意」、「独立性」、「社会への貢献」といっ

た倫理的内容に関連する問題が大半を占めているように見られる。 

 

（２）各国調査との国際比較 

次に、上記の日本評価学会会員調査結果の傾向や記述内容の特徴をより明確にするための試みと

して、Morris & Cohn によるアメリカ評価学会員調査(1993)と、Turner によるオーストラリア評価

学会員調査(2003)の自由回答との国際比較を行ってみた。 

なお、各調査は調査方法や設問文表現が同一ではなく、かつ回答サンプルも各学会の一部会員に

止まるため、以下はあくまで今後の作業についての示唆を得るための探索的作業と位置付ける。 

まず、日本、アメリカ、オーストラリアの各学会調査に共通した設問「倫理的な問題を感じたこ

とがある経験」に対する回答を比較し、3 国に共通する点、それぞれに特徴的な点を比較した。ま

た次に、日本、オーストラリアの各学会調査に共通した設問「今後学会に期待する取組み」に対す

る回答を比較し、2 国に共通する点、それぞれに特徴的な点を比較した。それらの結果は別添別添別添別添 3333 のののの

「各国評価学会調査結果の比較」「各国評価学会調査結果の比較」「各国評価学会調査結果の比較」「各国評価学会調査結果の比較」のとおりとなった。 



 

３．各国調査との国際比較に基づく考察：３．各国調査との国際比較に基づく考察：３．各国調査との国際比較に基づく考察：３．各国調査との国際比較に基づく考察：    

（１）各国評価学会調査に共通する問題：（１）各国評価学会調査に共通する問題：（１）各国評価学会調査に共通する問題：（１）各国評価学会調査に共通する問題：    

イ．評価結果およびその公表方法に対する委託者から評価者への圧力 

3 ヶ国の調査ともに、評価の作業段階ごとに均等に問題が生じているというより、データ収集・

分析実施後の、評価結果の報告段階における問題が多く挙げられている。その中でも特に多いのは

「評価委託者等から評価者に対する評価結果に関する圧力」「評価委託者等から評価者に対する評価結果に関する圧力」「評価委託者等から評価者に対する評価結果に関する圧力」「評価委託者等から評価者に対する評価結果に関する圧力」との回答である。 

したがって、評価結果の報告段階では、「独立性」、「誠実性」、「社会への貢献」等の基本原則に

関連して、評価者の行動指針を設けるとともに、オーストラリア評価学会の Guidelines のように、

委託者に関する行動指針についても検討する必要があると考えられる。 

一方で、日本評価学会調査の回答の中には「様々に立場の異なる利害関係者間の意見調整、それ「様々に立場の異なる利害関係者間の意見調整、それ「様々に立場の異なる利害関係者間の意見調整、それ「様々に立場の異なる利害関係者間の意見調整、それ

ぞれの立場への配慮」ぞれの立場への配慮」ぞれの立場への配慮」ぞれの立場への配慮」というものがあり、評価結果報告にあたっても「人々への敬意」の基本原則

からの配慮も必要ではないかと思われる。特に、委託者は通常最も重要な利害関係者であり、その

要請について、どのような内容についてはどの程度応えるのが評価者として適切であるのか、評価

者としての「独立性」と「人々への敬意」のバランスも考慮した行動指針の検討が求められるよう

に思われる。 

 

ロ．評価結果の使用に関する問題 

 もう 1 点、3 ヶ国の調査に共通している点として、最後の評価結果の活用段階において、「評価委「評価委「評価委「評価委

託者等からの評価報告の公開方法への圧力」託者等からの評価報告の公開方法への圧力」託者等からの評価報告の公開方法への圧力」託者等からの評価報告の公開方法への圧力」、「評価結果の誤った使われ方、結果の一人歩き（個人「評価結果の誤った使われ方、結果の一人歩き（個人「評価結果の誤った使われ方、結果の一人歩き（個人「評価結果の誤った使われ方、結果の一人歩き（個人

の処遇への使用等）」の処遇への使用等）」の処遇への使用等）」の処遇への使用等）」との回答が多くみられた。また日本評価学会調査では「この点に関する評価「この点に関する評価「この点に関する評価「この点に関する評価

者側からの努力不足」者側からの努力不足」者側からの努力不足」者側からの努力不足」を指摘する回答もあった。 

評価結果の活用段階では、評価者本人より、委託者等の利害関係者の役割の比重が大きいことか

ら、評価者としての指針とともに、委託者に関する行動指針についても検討する必要があると考え

られる。 

 

ハ．契約（評価全般に関する取り決め時）段階の行動指針について 

Morris はアメリカにおける事例集 Evaluation Ethics for Best Practice (2008)の中で、様々

な具体的事例に関し、アメリカ評価学会 Guiding Principles や Joint Committee on Standards

による Program Evaluation Standards を活用して評価者としての対処を検討した上で、契約（評

価全般に関する取り決め時）段階の行動指針の重要性について提起している。 

それを要約すると、上記のような評価作業の後半段階で起こる評価結果の報告の仕方、その公開

及び活用の仕方、さらにはデータ収集・分析手法の選択等を巡る問題については、最初の委託者と

の契約（または利害関係者と当該評価全般に関して取り決める段階）において、よりきめ細かく検

討し、決めておくことによって、評価作業の後半段階において問題が起こる頻度や深刻度を和らげ

ることが可能ではないかとの趣旨である。 

今後、そのような方向でアメリカ評価学会 Guiding Principles 等が改定されていくのかは分か

らないが、日本評価学会の行動指針を考える上で 1 つの示唆となるように思われる。 

 

（２）日本評価学会調査に特徴的な問題：（２）日本評価学会調査に特徴的な問題：（２）日本評価学会調査に特徴的な問題：（２）日本評価学会調査に特徴的な問題：    

イ．社会調査に関する専門的能力の不十分さ 

アメリカ評価学会調査においては、評価デザイン、データ収集・分析段階における倫理的問題に

関する回答はほとんどなかったとのことであった。一方、日本評価学会調査の場合には「調査に関「調査に関「調査に関「調査に関

する専門的能力の不十分さ」する専門的能力の不十分さ」する専門的能力の不十分さ」する専門的能力の不十分さ」に関する回答が複数見られた。 

特に、日本評価学会の「評価者倫理・スタンダード」では、対象として学会会員のみならず、非



会員、行政機関等の実務者も想定していることから、行動指針の策定にあたりこの点に関する項目

の充実も、ある程度は必要ではないかと思われる。 

 

ロ．調査・研究倫理に関する基本的知識の不足 

また、日本およびオーストラリア評価学会調査では、「調査・研究倫理に関するルールの不十分「調査・研究倫理に関するルールの不十分「調査・研究倫理に関するルールの不十分「調査・研究倫理に関するルールの不十分

さ」さ」さ」さ」、「調査対象者に対するｲﾝﾌｫｰﾑﾄﾞ･ｺﾝｾﾝﾄ、調査対象者の保護（秘密の保護、匿名性等）」「調査対象者に対するｲﾝﾌｫｰﾑﾄﾞ･ｺﾝｾﾝﾄ、調査対象者の保護（秘密の保護、匿名性等）」「調査対象者に対するｲﾝﾌｫｰﾑﾄﾞ･ｺﾝｾﾝﾄ、調査対象者の保護（秘密の保護、匿名性等）」「調査対象者に対するｲﾝﾌｫｰﾑﾄﾞ･ｺﾝｾﾝﾄ、調査対象者の保護（秘密の保護、匿名性等）」に関す

る回答も複数見られた。 

調査対象者の保護の重要性については論をまたないことから、日本における調査で提案のあった

「社会調査に関する倫理規程の活用」「社会調査に関する倫理規程の活用」「社会調査に関する倫理規程の活用」「社会調査に関する倫理規程の活用」等も行いながら、この点に関する行動指針を検討していく必

要がある。 

一方で、日米の社会学会やアメリカ評価学会等でも議論があるように、「厳密な調査を通じた事

実の解明（体系的調査）」と「調査対象者の保護（人々への敬意）」が両立しがたいケースもあり、

このように基本原則どうしがコンフリクトを起こす場合に、下位概念である行動指針を具体的にど

のような記述にするかは、相当に検討を要する課題と思われる。 

 

（３）内部評価者を巡る倫理的問題（もう（３）内部評価者を巡る倫理的問題（もう（３）内部評価者を巡る倫理的問題（もう（３）内部評価者を巡る倫理的問題（もう 1111 つの日本評価つの日本評価つの日本評価つの日本評価学会調査に特徴的な問題）：学会調査に特徴的な問題）：学会調査に特徴的な問題）：学会調査に特徴的な問題）：    

日本評価学会調査では、「組織内の管理職等からの内部評価結果、公開方法に関する圧力」「組織内の管理職等からの内部評価結果、公開方法に関する圧力」「組織内の管理職等からの内部評価結果、公開方法に関する圧力」「組織内の管理職等からの内部評価結果、公開方法に関する圧力」、「評「評「評「評

価実施者と評価対象事業の責任者が同一」価実施者と評価対象事業の責任者が同一」価実施者と評価対象事業の責任者が同一」価実施者と評価対象事業の責任者が同一」といった回答が複数見られた。オーストラリアにおける

調査でも件数等の詳細は不明であるが、内部評価に関する回答が若干見られた。  

内部評価者の倫理的問題については、アメリカ評価学会監修の出版シリーズ New Directions for 

Evaluation の 82 号 Current and Emerging Ethical Challenges in Evaluation(1999)に収録され

ている Mathison の論考が参考になる。Mathison の指摘は、外部評価者も内部評価者も直面する倫

理的問題は基本的に同じであるが、それぞれが属する場(community)やそこでの立場、期待される

役割が異なるため、評価者として貢献できること、ひいては倫理的問題の解決の仕方が違ってくる

というものである（Mathison 1999）。 

分科会で別途行った行政機関関係者へのヒアリングや、報告者自身の評価実務経験から考えても、

Mathison の指摘のように、例えば自己改善を主目的とした内部評価の場合と、対外的なアカウンタ

ビリティーを主目的とした外部評価の場合とでは、評価者の果たす役割、利害関係者との関係はだ

いぶ異なるように思われる。したがって、まずは委託者（または組織内における評価実施責任者）

の行動指針として、当該評価目的と評価実施形態の相応しい組み合わせを選択することが重要では

ないだろうかと思われる。 

その上で、現実の諸事情により、アカウンタビリティーを主目的とした評価であっても内部評価

により実施するような場合には、組織内での立場が脆弱で、疑問を呈することができる権限も限定

されている内部評価者の倫理的ディレンマが大きくなる可能性がある。しかし、組織体というもの

の本質的性格ゆえに（Owen 1999）、そこで内部評価者自身の行動だけで解決できる余地は残念なが

ら小さいように思われる。そのような状況において、評価者として所期の目標達成に向け、どの程

度の妥協（Mathison 前掲）や柔軟性（Owen 前掲）であれば許容されうるのかが、行動指針を検討

する上での課題と思われる。 

なお、このような場合の行動指針例として、公認会計士協会が会員の公認会計士を対象とした倫

理規則において、「第 3 章 企業等所属の会員を対象とする規則」との章を別に設け、各会員の「権

限の範囲内において」いくつかの行動指針を遵守するよう規定している例等が参考になるかもしれ

ない。 

 

 

（４）「評価者倫理・スタンダード」策定以降の取り組みの必要性：（４）「評価者倫理・スタンダード」策定以降の取り組みの必要性：（４）「評価者倫理・スタンダード」策定以降の取り組みの必要性：（４）「評価者倫理・スタンダード」策定以降の取り組みの必要性：    



「評価者倫理・スタンダード」を策定中である日本評価学会と異なり、すでに Guidelines 等を

策定し、運用しているオーストラリア評価学会の調査では、さらに「事例集」「事例集」「事例集」「事例集」、「実践的なガイドラ「実践的なガイドラ「実践的なガイドラ「実践的なガイドラ

イン」イン」イン」イン」、「助言者（「助言者（「助言者（「助言者（mentormentormentormentor）」）」）」）」等の整備といった要望が表明されている。 

運用経験が比較的長いアメリカの先行文献でも繰り返し指摘されているように、そもそも基本原

則や行動指針というものは、実際には複雑で「乱雑な（messy）」（Simons 2006）個々のケースに対

して直接解答を提供できる性格のものではない。 

したがって、日本評価学会において、今後「評価者倫理・スタンダード」を策定した後にも、事

例集（いわば法律学における判例集のようなもの）、実践的なガイドライン、助言機関等を通じ、

基本原則や行動指針の解釈や、その具体的運用方法の成熟に向け取り組む必要が生じることが予想

される。 

 

４．行動指針案の策定にあたって４．行動指針案の策定にあたって４．行動指針案の策定にあたって４．行動指針案の策定にあたっての論点：の論点：の論点：の論点：    

以上のような各国学会での調査結果等も参考に、今後日本評価学会として行動指針を検討するに

あたり、特に以下のような論点が考えられる。 

 

（１）各評価段階における行動指針についての考え方は？ 

・特に問題が起こりやすい評価結果報告と、評価結果活用の段階についてどのように対処するか。 

・調査の専門能力、及び研究・調査に関する倫理に関する行動指針をどのように充実させるか。 

・上記問題を軽減するため、最初の契約（全体についての取り決め）段階でどのような工夫が可能

か。 

 

（２）行政機関等における内部評価者を想定した行動指針についての考え方は？ 

 

（３）「評価者倫理・スタンダード」策定後に、どのような取組みが必要か？ 
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