
アジア開発銀行（ADB）は１９９９年に,ADBという組織の基本理念にかかわる貧困削減
戦略を達成する為に、その戦略の一環として開発効果の向上を目指して開発結果管理
（MfDR）を導入することとした。２００３年に結果重視のマネジメントを業務に反映させ
るため、正式に結果管理課を設立。今、開発結果管理の導入決定から１０年以上が経ち、
開発効果を達成するために案件レベルでの開発結果管理という手法の導入から、開発結果
管理そのものを次の段階へ一歩進める必要が高まっている。ADBの独立評価局（IED）が行
った開発結果管理についての検証・考察はこうした中で、開発結果管理を次の段階に進め
る上で考慮されなければいけない事柄についての提言を行っている。

ADBでは、開発結果管理（MfDR）の実践は２００４年に始まった（参考１）。結果重視の
手法は（１）ADBの発展途上メンバー国（DMC）自身の開発結果管理を行う能力、（２）組
織の効率性、（３）開発結果管理における効果的なグローバル・パートナーシップに貢献
すること、の３つを柱とする。そしてこのそれぞれが相当の人的・金銭的資源を必要とす
るとともに、DMCおよびADBのマネジメントやスタッフがこの課題を共有する必要があるこ
とから、結果重視の手法の導入は段階的に進められている。今般の評価は開発結果管理導
入の第一段階、特にADB内部の変化の検証が中心となる。というのも現段階ではまだプロ
ジェクトの現場で「開発結果管理が実際のプロジェクトの成功にどう貢献したか」を検証
するには時期尚早だと考えられるからである。

開発結果管理

参考 1: 開発結果管理の定義

開発業務管理の全サイクルにおいて成果を作り出し
ていく事を重視した手法。この手法は、４つの中心
的管理機能を、結果を重視して横断的に統合するこ
とを通じて、より適切な情報に基づいた意思決定を
可能にする。

l 成果（アウトカム）と産出物（アウトプット）を計
測可能な指標と時間的枠組みを明確にして定義し、
それに関連した活動について合意すること

l 合意した活動に必要な人的・金銭的その他の資源
を割り当てること

l 合意した活動を実行し進捗状況と達成を定期的に
検証すること

l 実績を目標の達成に基づいて評価すること

効果的な開発結果管理は説明責任を高めることと、
学習を促進するために、主な利害関係者への定期的
な報告を必要とする。

出典: アジア開発銀行

ADBの２００８年から２０２０年の長期
戦略枠組み（ストラテジー2020）は、
「貧困の無いアジア太平洋地域」とい
う理想を達成するにあたって、ADBの
組織としての効率性を向上させるため
に、組織レベルの結果管理の枠組みを
構築することとした。そして２００
８年、ADBは４つの階層からなる結果
管理の枠組みを採択。そこには７０の
指標とそれぞれの指標の基準点（ベー
スライン）および２０１２年までの
中間目標が明記されている。それ以
降ADBは赤・黄・青の交通信号の様な
表示でその進捗状況の評価が一目で
分るようにした報告を「開発効果レ
ビュー（Development Effectiveness 
Review）」として毎年発表している。 
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主な教訓と課題

開発結果管理をマネジメントの中心的な道具と
することには進展が見られる。しかしADBはそ
の成果を行動計画に従って常に検証する必要が
ある。時間的枠組みを伴った最初の開発結果管
理導入の為の行動計画の採択から５年経ち、新
しく考慮すべきこともあることから次の行動計
画を策定する必要がある。新しく作られる行動
計画は３つの柱の一番目の、ADBの発展途上メ
ンバー国（DMC）自身の開発結果管理を行う能
力を向上させることと、２番目の柱、特にADB
の組織としての効率性を高めるために更なる努
力が必要な分野、の２点に特に注力すべきであ
る。 

ADBの発展途上メンバー国（DMC）が開発結果管
理を自らのものとするために、途上国自身の
意向を中心に据えた戦略が必要。この点にはい
くつかのハードルがある。各国において開発結
果管理を導入しようと主導権をとってくれる指
導者の不在の可能性、政権が変わることによっ
て政策の継続性が失われる可能性、また中央政
府・地方政府のさまざまなレベルにおいて必ず
しも結果重視の管理の重要性が理解・共有され
ない可能性があることなどである。それ故にこ
こで必要とされるアプローチは、行政の各レベ
ルや政党の違いを超えたところでの説明責任、
参加、および良き統治といった事柄についての
行政改革である。管理手法の変更はそれぞれの
国における役人の職務に対する取り組み・態度
にも踏み込む必要があり、そこでは文化的・組
織的・政治的な背景を勘案することも要求され
る。この点において開発結果管理に関するアジ
ア・太平洋の実務者ネットワーク（Community 
of Practice）および最近になって育ってきた

各国の実務者ネットワークは重要な役割を果た
すことになる。

ADBの「開発効果レビュー」はADBのマネジメン
トにとって重要な組織運営の道具に育ってき
た。毎年行われるADBの組織レベルでの開発効
果のレポートは外部への説明責任を果たすため
の道具からADB自身の組織運営に欠かせない重
要な計画のための道具へと変化してきた。他の
国際的な開発銀行もそれぞれの開発効果のレポ
ート作成を通じてこうしたアプローチを取って
きた。 

開発効果のレポートの中でのアウトプット（産
出物）とアウトカム（成果）の分析は本質的
関連に注目すべきであり、もしも齟齬があった
場合には、注意深い観察が必要とされる。現在
産出物と成果の間に重大なギャップがあると見
られる。(参考2)　この一因は産出物と成果を
記録し,　また報告するにあったって一貫性の
無い別々のアプローチが取られているからであ
る。産出物の報告は案件全体から期待される全
産出物との対比からなされるが、そこでは物理
的産出物に注目されてしまうことも多く、（た
とえば制度の改善といったような）無形の産出
物は必ずしも適切に認識されているとはいえな
い。しかし組織レベルでの結果報告はひとつの
案件の（無形の産出物を含めた）全産出物につ
いての効果の評価に基づくべきである。たとえ
ばインフラの案件において、その案件が当初予
定されていた地域的なカバーという目的は果た
していても、そこで建設されたものの質・効率
性・持続性・またそれを使った便宜の供用が果
たせていない場合、産出物については高く評価
されても成果についての評価は低いものとな
る。

プロジェクトの結果プロジェクトの実施

参考 2: 結果の連鎖の関連

  出展: 独立評価局
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現在使われている国別計画や案件の進捗報告は
結果の連鎖の関連の中で後半の部分に十分な注
意が払われておらず、結果重視を阻害してい
る。結果を重視するということは結果の連鎖の
関連の全プロセスに十分な注意を払うというこ
とである。結果の連鎖の関連の後半部分（例え
ば成果とインパクトの関連）の検証を強化する
ということ、つまりこの部分での変化を測るこ
とは結果の連鎖全般を強化する上で有効であ
る。しかし結果重視の管理が国レベルでの成果
や案件のインパクトを測ることに結びついたと
いう確証は無い。関係者の関心が案件レベルで
成果からインパクトと言う関連にもっと向くよ
うに、独立評価局は各種の評価の基準の中でこ
うした結果関連の評価基準（例えば案件の効果
の度合いやその継続性）に十分な重要性が与え
られているかを再検討する予定である。

案件の立案・検証の枠組み（Design and Moni-
toring Framework －DMF）の向上は遅々とした
もので、この点についてもっと注意が払われる
べきである。 ADBは案件の立案・検証の枠組み
（DMF）を１９９６年に導入した。それ以来、
長い時が経ったにもかかわらず、不十分な産出
物・成果・仮定・リスクの認識・定義、及び指
標の不備の為、DMFの質には未だに問題がある。
現在ADBではDMFの質の向上のためさまざまな取
り組みを行っている。この点についてスタッフ
の研修や「質」の管理のための仕組みには更な
る注意が払われるべきであり、またDMFという道
具の重要性をADBの管理体制全体が一層強調する
べきである。これに関連して独立評価局（IED）
はすでに完了した５０の案件について、それぞ
れの「案件完了報告書（project completion 
reports　－PCRs）」 と「案件完了報告書の妥
当性確認報告書」に基づいて、どの程度当初予
定された成果が得られたか調べてみた 。平均し
てみると全体ではDMFで予定されていた成果のう
ちの55％が達成されていた一方、29％の予定さ
れていた成果は達成に至っていなかった。そし
て16％の予定されていた成果については案件実
施途中で放棄されていたなどの理由で、その達
成・不達成についての報告がなされていなかっ
た。全体では32％の案件が予定されていた成果
の80％以上を達成していた。

目標達成の度合いを継続的に検証しその情報を
更新する組織的な努力の欠如は、国レベルでの
結果重視の国別戦略や案件の実施を阻害する。
（出来ればそれぞれの国に居るパートナー達

と）定期的に更新していくことが出来るよう
な、時間的変化を的確に反映した適切な指標を
見つけ出すことは古くから課題とされているこ
とである。案件レベルと国別戦略の両レベルで
のこの問題についての解決策は（1）基準点（
ベースライン）となる数字の無い指標を避ける
こと、（2）スタッフに評価の枠組みの作成と実
際の検証について責任を持たせ、また評価の枠
組みの実際の適用を奨励する仕組みを導入する
こと、（3）結果の検証と評価にしばしば必要と
されるいくつかの統計の作成をサポートするこ
と、の3点である。

いくつかのADBの組織レベルの各専門分野や
課題についての結果重視の計画には問題があ
る。2008年以来ADBは組織レベルで10の専門分
野や課題についての計画の策定に着手し、その
うち7つが完成した。しかしその構成や目的に
ついてはこれらの間で大きな開きがある。いく
つかの計画はADBの組織レベルでの結果目標の
達成のため特定の専門分野や課題に多くの（人
的・金銭的）資源の集中を図るが、これは全て
の計画でそうなっているわけではなく、そうで
ないものは一定の枠組みの中で各種の専門分野
や課題についての取り扱いを選択肢として示し
ている。また例えば教育分野の計画は詳細な情
報を伴った結果の枠組みが示されているのに対
して、例えば金融セクターの計画は指標、基準
点（ベースライン）及び目標値が示されていな
い。また多くの専門分野の計画はADBのマネジ
メントに定期的な報告をすることを含んでいな
い。こうした計画は結果重視の経営の原則に鑑
みて不備であり、またADBがその組織レベルで結
果を重視しようという姿勢を必ずしもサポート
するものではない。各専門分野や課題について
の計画をその目的と内容について精査すること
はADBがその人的・金銭的資源をもっとも必要と
される分野に配分することに役立つであろう。

ADBの新しい案件分類方法の一貫性の無い適用は
組織レベルでの結果の報告をゆがめている可能
性がある。ADBは2009年１月から新しい案件分類
方法を採用した。これは案件書類をADBの長期戦
略枠組み「ストラテジー2020」で提唱されてい
る優先事項と一貫性のある分野名や課題名のも
とに分類することを目標としている。そしてこ
の分類は案件の形成から実施の各段階において
ADBの開発成果やインパクトへの貢献に関する
情報を作り出すことに使われている。しかし実
際には定義に関する問題や分類の報告について



の重複があり、ひとつの課題についてのADBの実
際の貢献を測ることを困難にしている。さらに
案件の分類については関係者の相互の確認のプ
ロセスはあるが各地域局をまたがった形で案件
の分類が同様に行われていることを監督するシ
ステムは無い。これに関して独立評価局は中央
で分類の一貫性を確保する仕組みを持った案件
分類のシステムを作り、案件一つ一つについて
の報告の均質性を向上させることがストラテジ
ー2020の提唱する優先事項がどう取り扱われて
いるかを常に見守るためにも重要であると考え
る。

提言
l	戦略的・段階的なアプローチを通じて、ADB

はその発展途上メンバー国（DMC）自身の開
発結果管理を行う能力を向上させることに
努めるべきである。 

l ADBの組織レベルの各専門分野や課題につい
ての計画が、結果重視の観点からもっと有
益なものになるようにその質の向上を図る
必要がある。そのために、特にそれぞれの
計画の目的やその目標達成のための進捗状
況を検証する方法などが明確化されるべき
である。 

l 組織レベルでの結果管理の枠組みを向上さ
せるために（1）産出物（アウトプット）と
成果（アウトカム）の関連を強化し、（2）
開発効果を測るための道具としての指標を
向上させる必要がある。 

l 国、分野、案件レベルで結果が重視される
ように成果とインパクトの検証と報告を向
上させる必要がある。 
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