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62 ODA評価実績一覧

ODA評価実績一覧

2002年度

2003年度

外務省　（2002～ 2011年度）

政策レベル評価

対象 評価調査案件名（国 / 分野） 評価者

国別評価
スリランカ国別評価 第三者

タイ国別評価 第三者

重点課題別評価
開発における女性支援（WID）/ジェンダー政策評価（グアテマラ，ホンジュラス） 第三者

南南協力支援評価 第三者

政策レベル評価

プログラム・レベル評価

対象 評価調査案件名（国 / 分野） 評価者

国別評価

ODA中期政策の評価 第三者

インドネシア国別評価 第三者

インド国別評価 第三者

パキスタン国別評価 第三者

ヨルダン国別評価 第三者

重点課題別評価 沖縄感染症対策イニシアティブ（ＩＤＩ）中間評価 第三者

対象 評価調査案件名（国 / 分野） 評価者

セクター別評価

パプアニューギニア・インフラ整備分野の支援評価 第三者

モロッコ水資源開発分野協力評価 第三者

ガーナ教育分野協力評価 第三者

セネガル環境分野協力評価 第三者

ボリビア基礎生活分野協力評価 第三者

スキーム別評価
国際緊急援助隊評価（ベトナム，アルジェリア） 第三者

文化無償協力の評価 第三者

プログラム・レベル評価

対象 評価調査案件名（国 / 分野） 評価者

セクター別評価
カンボジアに対する運輸分野協力評価 第三者

アフリカに対する貿易・投資分野協力評価 第三者

スキーム別評価
技術協力事業におけるマルチ・バイ協力評価 UNFPA，UNICEF

との合同

外務省・NGO共同評価（NGO事業補助金制度） NGOとの合同
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参
考
資
料

2004年度

2005年度

政策レベル評価

政策レベル評価

プログラム・レベル評価

プログラム・レベル評価

対象 評価調査案件名（国 / 分野） 評価者

国別評価

ラオス国別評価 第三者

ウズベキスタン・カザフスタン国別評価 第三者

バングラデシュ国別評価 第三者

エチオピア国別評価 第三者

重点課題別評価

教育関連MDGs達成に向けた日本の取り組み評価 第三者

保健関連MDGs達成に向けた日本の取組評価 第三者

対人地雷対策支援政策評価 第三者

対象 評価調査案件名（国 / 分野） 評価者

国別評価

カンボジア国別評価 第三者

ケニア国別評価 第三者

タンザニア国別評価 第三者

セネガル国別評価 第三者

重点課題別評価
貧困削減に関する我が国ODAの評価 第三者

平和の構築に向けた我が国の取り組みの評価 第三者

対象 評価調査案件名（国 / 分野） 評価者

セクター別評価
対モロッコ支援に関するユニセフとの合同評価調査 他 ド ナ ー（UNI 

CEF）との合同

ホンジュラス首都圏及び主要幹線上の橋梁建設プログラム評価 被援助国政府・機関

スキーム別評価

調整融資のレビュー－構造調整借款及びセクター調整借款の概観－ 第三者

「日本NGO支援無償資金協力」スキームの評価 NGOとの合同

一般財政支援に関する米国との合同事例研究（東ティモール） 他ドナー（米国）
との合同

ボリビア草の根・人間の安全保障無償資金協力評価 被援助国政府・機関

対象 評価調査案件名（国 / 分野） 評価者

セクター別評価

バングラデシュ・インフラ分野における被援助国との合同評価 被援助国との合同

ベトナム紅河デルタ地域運輸交通インフラ開発プログラムの評価 被援助国との合同

フィリピン教育分野評価 NGOとの合同

モンゴル教育分野評価 被援助国政府・機関

スキーム別評価

草の根・人間の安全保障無償資金協力評価 第三者

一般財政支援（タンザニアPRBS，ベトナムPRSC）のレビュー 他ドナーとの合同

ザンビア・ノン・プロジェクト無償資金協力評価 被援助国政府・機関
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64 ODA評価実績一覧

2006年度

2007年度

政策レベル評価

政策レベル評価

プログラム・レベル評価

プログラム・レベル評価

対象 評価調査案件名（国 / 分野） 評価者

国別評価

ザンビア国別評価 第三者

ブータン国別評価 第三者

ベトナム国別評価 第三者

マダガスカル国別評価 第三者

モロッコ国別評価 第三者

重点課題別評価

農業・農村開発に関する我が国ODAの評価 第三者

地球的規模の問題への取組（環境・森林保全） 第三者

地域協力への支援に関する我が国の取り組みの評価（対中米地域協力を事例として） 第三者

対象 評価調査案件名（国 / 分野） 評価者

国別評価

インドネシア国別評価 第三者

スリランカ国別評価 第三者

中国国別評価 第三者

チュニジア国別評価 第三者

ニカラグア国別評価 第三者

モンゴル国別評価 第三者

重点課題別評価
「成長のための基礎教育イニシアティブ(BEGIN)」に関する評価 第三者

TICADプロセスを通じた対アフリカ支援の取り組み」の評価 第三者

対象 評価調査案件名（国 / 分野） 評価者

セクター別評価

タイ保健分野評価 NGOとの合同

サモアの教育分野に対する日本のODA評価 被援助国政府・機関

スリランカの道路・橋梁整備に対する日本のODAに対する評価 被援助国政府・機関

スキーム別評価
開発調査 第三者

草の根・人間の安全保障無償資金協力スキームの評価（アフガニスタン） 被援助国政府・機関

対象 評価調査案件名（国 / 分野） 評価者

セクター別評価

「保健分野における日米パートナーシップ」に関するUSAIDとの合同評価 他ドナー（米国）
との合同

対マレーシア支援の取り組みの評価　 被援助国政府・機関

アフリカにおける平和の構築に関する我が国の取り組みの評価 被援助国政府・機関

我が国のエルサルバドル東部開発への取り組みの評価 被援助国政府・機関
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2008年度

2009年度

政策レベル評価

政策レベル評価

プログラム・レベル評価

その他の評価

プログラム・レベル評価

対象 評価調査案件名（国 / 分野） 評価者

国別評価

モザンビーク国別評価 第三者

エクアドル国別評価 第三者

太平洋島嶼国国別評価 第三者

ルーマニア／ブルガリア国別評価 第三者

トルコ国別評価 第三者

重点課題別評価

日本の津波支援の評価 第三者

保健・医療分野支援の評価 第三者

「日本水協力イニシアティブ」及び「水と衛生に関する拡大パートナーシップ・イニシ
アティブ」の評価 第三者

対象 評価調査案件名（国 / 分野） 評価者

国別評価

バングラデシュ国別評価 第三者

エチオピア国別評価 第三者

インド国別評価 第三者

ブラジル国別評価 第三者

ガーナ国別評価 第三者

対象 評価調査案件名（国 / 分野） 評価者

セクター別評価

ラオス教育分野の評価 第三者(NGO との
合同）

エジプトの上水道管理能力向上に対する日本のODA及びエジプトの浄水場整備に対す
る日本のODA評価 被援助国政府・機関

東ティモールの平和構築プロセスにおける日本の貢献の評価と平和協力の課題 被援助国政府・機関

対象 評価調査案件名（国 / 分野） 評価者

特殊な援助形態
による援助に対
する評価

「国際機関経由の援助：人間の安全保障基金」の評価 第三者

評価結果の活用
状況評価 過去のODA評価案件のレビュー 第三者

対象 評価調査案件名（国 / 分野） 評価者

セクター別評価
アフガニスタンにおける教育セクターの日本の援助の評価 被援助国政府・機関

グアテマラの保健・水セクターに対する日本のODAの評価 被援助国政府・機関
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66 ODA評価実績一覧

2010年度

2011年度

政策レベル評価

政策レベル評価

プログラム・レベル評価

プログラム・レベル評価

その他の評価

対象 評価調査案件名（国 / 分野） 評価者

国別評価

ボリビア国別評価 第三者

エジプト国別評価 第三者

マレーシア国別評価 第三者

フィリピン国別評価 第三者

ウガンダ国別評価 第三者

重点課題別評価 平和構築のための支援の評価（東ティモール） 第三者

対象 評価調査案件名（国 / 分野） 評価者

国別評価

タイ国別評価 第三者

ペルー国別評価 第三者

中央アジア3か国に対する市場経済化支援の評価 第三者

重点課題別評価 貿易のための援助の評価 第三者

対象 評価調査案件名（国 / 分野） 評価者

スキーム別評価

研修員受入事業の評価 第三者

食糧援助（ＫＲ）の評価 第三者

水産無償資金協力に関する評価 第三者

セクター別評価
セネガルにおける教育分野協力(職業訓練分野)の評価 第三者

モザンビークの教育分野における日本のODA評価 被援助国政府・機関

対象 評価調査案件名（国 / 分野） 評価者

スキーム別評価 「NGO連携無償資金協力」の評価（カンボジア） 第三者

セクター別評価
バングラデシュの運輸セクターにおける日本のODA評価 被援助国政府・機関

セネガルの水分野における日本のODA評価 被援助国政府・機関

対象 評価調査案件名（国 / 分野） 評価者

「パリ宣言」の実施状況：ドナー本部評価（日本） 第三者
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金融庁

総務省

法務省

財務省

厚生労働省

農林水産省

経済産業省

国土交通省

環境省

文部科学省

各省庁（2011年度）

評価対象 評価対象の政策・施策・事業名 評価の種類 評価者

施策 アジア新興市場国の金融監督当局への技術支援 政策評価 自己評価

政策 ＩＣＴ分野における国際戦略の推進 政策評価 自己評価

施策 法務行政における国際協力の推進 政策評価 自己評価

施策 財政分野や関税・税関分野における人材育成支援，制度・政策支援 政策評価 自己評価

施策 国際開発金融機関を活用した支援 政策評価 自己評価

施策 国際機関の活動への参画・協力を推進すること：国際労働機関が行うディーセント・
ワーク実現のための事業等に対して協力すること 政策評価 自己評価

施策 国際機関の活動への参画・協力を推進すること：世界保健機関等が行う技術協力事
業に対して協力すること 政策評価 自己評価

政策 総合的な食料安全保障の確立 政策評価 自己評価

施策 国際的な協調の下での森林の有する多面的機能の発揮に向けた取組の推進 政策評価 自己評価

政策 対外経済政策 政策評価 自己評価

政策 国際協力，連携等の推進 政策評価 自己評価

政策 途上国におけるフロン等対策支援事業 その他の評価 第三者評価

施策 国際協力の推進 政策評価 自己評価
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68 参考資料：ODA評価年表

参考資料：ODA評価年表

外務省 JICA 国際社会

事後評価活動開始（旧JBIC）1975

｢経済協力評価報告書｣公表開始 事後評価活動開始1982

経済協力局内にODA評価部門設置1984

｢援助評価検討部会｣設置1986

事業評価専門部門設置1988

日本政府，「ODA大綱」決定1992

｢事業評価報告書｣公表開始1995

DAC「新開発戦略」発表1996

「ODA中期政策」策定1999

援助効果に関する釜山グローバル・
パートナーシップ（GP）の設立

2012

評価体制の改善に関するタスクフォース設置

｢ODA改革 15の具体策｣発表 ｢円借款事後評価フィードバック委
員会｣設置（旧JBIC）

2002

新「ODA中期政策」策定
第２回援助効果向上に関するハイ
レベルフォーラム（HLF）「パリ宣
言」採択

2005

新JICA発足 第３回HLF「アクラ行動計画」採択
「外部有識者事業評価委員会」設置

2008

「ODAのあり方に関する検討」最終とりまとめ発表 DAC「開発評価品質基準」策定

「ODA評価有識者会議」を終了 「事業評価外部有識者委員会」設置
（外部有識者事業評価の改組）

2010

ODA評価部門を国際協力局から大臣官
房へ移管 第４回HLF開催（於釜山）

「経済協力評価報告書」を「ODA評価年
次報告書」に改称

2011

経済協力局内に ｢経済協力評価委員会｣
設置，事後評価開始

｢評価検討委員会｣・事後評価専門
部門（旧JBIC内）設置 DAC開発評価ﾈｯﾄﾜｰｸの前身発足1981

｢円借款案件事後評価報告書｣の公
表開始（旧JBIC） DAC「評価５項目」提唱1991

世界銀行「包括的開発フレームワー
ク（CDF）」発表

1998

｢ODA評価体制の改善に関する報告書｣
を外務大臣に提出

国連「ミレニアム開発目標（MDG
ｓ）」策定

2000

｢ODA評価フィードバック内部連絡会
議｣設置 事前評価活動開始

｢ODA評価研究会報告書｣を外務大臣に
提出

「事業評価報告書」を「事業評価年
次報告書」に改称

「行政機関が行う政策の評価に関する法律」（政策評価法）制定
（2002年施行）
「外部有識者評価フィードバック委員
会」設置

2001

政策評価法に基づく事前評価の開始 DAC「開発評価ネットワーク」に
改称

「ODA評価有識者会議」設置（外部有識
者評価フィードバック委員会を改組）

日本政府，「ODA大綱」改訂

2003
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略語表
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料

略語 正式名称 日本語

APEC Asia-Pacific Economic Cooperation アジア太平洋経済協力

ASEAN Association of Southeast Asian Nations 東南アジア諸国連合

CDF Comprehensive Development Framework 包括的開発フレームワーク（世界銀行）

CDM Clean Development Mechanism クリーン開発メカニズム

CFPT  Centre de Formation Professionnelle et Technique セネガル・日本職業訓練センター

DAC Development Assistance Committee 開発援助委員会

E/N Exchange of Notes 交換公文

ESD Education　for　Sustainable Development 持続発展教育

EＵ European Union 欧州連合

EVALNET Nework on Development Evaluation 開発評価ネットワーク

FAC Food Aid Convention 食糧援助規約

G8 Group of Eight
主要国首脳会議参加国（日本，アメリカ，ドイ
ツ，イタリア，フランス，英国，カナダ，ロシア，
欧州連合）

G20 Group of Twenty
G8及び中国，インドネシア，インド，ブラジ
ル，メキシコ，南アフリカ，韓国，豪州，トルコ，
アルゼンチン，サウジアラビア

HCFC Hydro Chloro Fluoro Carbon ハイドロクロロフルオロカーボン：オゾン層
破壊物質の一種

HLF High Level Forum ハイレベルフォーラム

ICT Information and Communications Technology 情報通信技術

ILO International Labour Organization 国際労働機関

JBIC Japan Bank for International Cooperation 国際協力銀行

JETRO Japan External Trade Organization 日本貿易振興機構

JICA Japan International Cooperation Agency 国際協力機構

KR Kennedy Round ケネディ・ラウンド交渉／日本の食糧援助

LL Language Laboratory 語学実習室

MDBs Multilateral Development Banks 国際開発金融機関

MDGs Millennium Development Goals ミレニアム開発目標

NGO Non-Governmental Organization 非政府組織

ODA Official Development Assistance 政府開発援助

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development 経済開発協力機構

OECF Overseas Economic Cooperation Fund 海外経済協力基金

PDCA Plan,  Do,  Check,  Act 計画・政策策定，実施，評価，反映

PPP Public Private Partnership 官民連携

STEP Special Terms for Economic Partnership 本邦技術活用条件

TICAD Tokyo International Conference on African Development アフリカ開発会議

WHO World Health Organization 世界保健機関

WTO World Trade Organization 世界貿易機関
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70 関連サイト

関連サイト

サイト名 ＵＲＬ

外務省 ODAホームページ http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/index.html

外務省/ ODA評価 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/kaikaku/hyoka.html

総務省行政評価局/政策評価の総合窓口 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/seisaku_n/index.html

国際協力機構（JICA）/事業評価 http://www.jica.go.jp/activities/evaluation/index.html

経済協力開発機構開発援助委員会
（OECD－DAC）開発評価ネットワーク http://www.oecd.org/dac/evaluation

国連ミレニアム開発目標（MDGｓ) http://www.un.org/millenniumgoals/

国連児童基金（UNICEF） http://www.unicef.org

国連教育科学文化機関（UNESCO） http://www.unesco.org

国連開発基金（UNDP） http://www.undp.org

国連環境計画（UNEP） http://www.unep.org

国連人口基金（UNFPA） http://www.unfpa.org

国連難民高等弁務官事務所（UNHCR） http://www.unhcr.org

国連食糧農業機関（FAO） http://www.fao.org

世界保健機関（WHO） http://www.who.int

国連合同エイズ計画（UNAIDS） http://www.unaids.org

国際通貨基金（IMF） http://www.imf.org

世界銀行（World Bank） http://www.worldbank.org

アジア開発銀行(ADB) http://www.adb.org

米州開発銀行（IDB) http://www.iadb.org

アフリカ開発銀行(AfDB) http://www.afdb.org

米国国際開発庁（USAID） http://www.usaid.gov

英国国際開発省DFID http://www.dfid.gov.uk

フランス開発庁（AFD) http://www.afd.fr

ドイツ経済協力開発省（BMZ) http://www.bmz.de

欧州援助協力局（EuropeAid） http://ec.europa.eu/europeaid/

国際開発評価学会（IDEAS） http://www.ideas-int.org

日本評価学会 http://evaluationjp.org

外務省資料 ＵＲＬ

政府開発援助(ODA)大綱 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/seisaku/taikou.html

政府開発援助（ODA）白書 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/hakusyo.html

国別援助方針（従来の「国別援助計画」） http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/seisaku/kuni_enjyo.html

ODA評価ガイドライン（第7版） http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/kaikaku/hyoka/siryo_3_a.html

ODA評価年次報告書 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/index_hyouka02.html

政府開発援助（ODA)国別データブック http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/kuni.html
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