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ケイスリー株式会社 鈴井 豪 

データ・サイエンスとインパクト評価 

 

ビッグ・データ、AI、機械学習、…データを中心にビジネスの中身が変容してきた。Amazon や Netflix など

の推奨機能はその最たる例だ。大量のデータを取得、分析し価値のある情報を取り出し、活用するこのモデ

ルは今後も様々なビジネスで活用されていくのは明白だろう。一方で、ビッグ・データや機械学習が公益活動

に使われるケースはまだまだ少ないのが実情だと思う。日本は特にその傾向が顕著のように感じている。しかし

海外では先進国・途上国問わず、ビッグ・データや機械学習を公共益のために利用するプロジェクトが生まれ

ている。こうした動きを下支えしているのがデータ・サイエンスであり、それはデータの取得、維持、分析のための

整理、機械学習や因果推論等を含む分析、コミュニケーションのための可視化などを含む。 

 

 
 

弊社では設立以来多様なプロジェクトにインパクト評価1を行ってきた。インパクト評価の重要性は疑う余地

はないが、「どのように」行うかという議論については多様な意見があるかと思う。今回はまずデータが指し示す

ものと海外での活用事例を紹介したのち、データ・サイエンスの観点から現在のインパクト評価を概観したいと

思う。 

 

1. データとは何か? 

2. データ・サイエンスとソーシャル・グッド 

3. データ・サイエンスの中のインパクト評価 

4. インパクト評価の新しい潮流へ 

5. おわりに 

 

                                                      
1本稿はインパクトを計測するという部分にのみ焦点を当てるため、「社会的インパクト評価」や「社会的イン

パクト・マネジメント」ではなく、「インパクト評価」と表記している。 
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1． データとは何か? 

データとは何を指すのか。筆者がデータ・サイエンスやインパクト評価について話す際に、時折、「デー

タ＝数値」という認識をお持ちの方に出会う。数値はもちろんデータの一つだが、データはさらに多様

なものを含む。例えば、今読者が見ているこの文章はどうであろう。これも文字あるいは単語から構

成されるデータと見なせる、あるいはピクセルという画面を構成している集合体のデータと見なすことも

できる。つまり、データは様々多様な形をとり、必ずしも数値だけを示すものではない。特に昨今ビッ

グ・データという単語がいたるところに転がっているが、ビッグ・データの定義は実は三者三様である。よ

く三つの V と言われ、Velocity（データ拡大の速さ）、 Volume（データの量）、 Variety（デ

ータの多様性）がビッグ・データの特性と言われるが、何もデータの特性だけでなくビッグ・データはデ

ータを扱うツールや洞察も含むという識者もいる。カリフォルニア大学バークレー校のインフォメーション・

スクールは産業界などのリーダーたちに意見を聞き、多様な見解を得ている2 。筆者が初めてデータ・

サイエンスに足を踏み入れた時、この意見の多様さに驚いたことを今でも覚えている。 

 

つまり、データは従来のエクセルに並ぶ数値ではなく、あらゆるものを含んでいる。そのデータというもの

の認識を広げるだけで、収集対象になるデータ・その分析方法などが広がり、インパクト評価に多くの

可能性が開ける。（ただし、分析やインパクト評価のためにはデータを整理する必要がある。データ・

サイエンスではそれを整理データと呼ぶが、簡単に言えばエクセルのように一つの項目を一行に置き、

その項目における各数値を行に重ねる。このように元データを加工して数値化することは多い。） 

  

                                                      
2 参照 https://datascience.berkeley.edu/what-is-big-data/ 
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2． データ・サイエンスとソーシャル・グッド 

こうしたビッグ・データの活用は、Amazon や

Google など営利企業で爆発的に広がってい

るが、実は非営利の領域でも進んでいる。国

際レベルで言えば、国連はグローバル・パルス

（UNGP）という組織を持っており、この組織

は日々、ビッグ・データを持続可能な開発のプ

ロジェクトに応用している。そのほかにも各国

連機関は内部でビッグ・データの活用を模索

し て い る 。 具 体 的 な 事 例 を 挙 げ れ ば 、

Twitter のツイートをある地域で限定して取

得し、その食料価格に関するツイートの多さと

その国の食料価格インフレーション率を予測

するといったものなどである。壮大なように聞こえるが、データ・サイエンスのスキルで言えば、個人でも

実行できる内容である。例えばこのワード・クラウドは#big data でツイートされているものを本コラム

執筆時に抽出したものである3。 

 

こうした動きに関心のある方は以下のリンクを参照していただきたい。特に二つ目のものはビッグ・デー

タとインパクト評価の融合についての報告書になる。 

 

 UN Global Pulse: https://www.unglobalpulse.org/ 

 UN Global Pulse Guides: 

https://www.slideshare.net/unglobalpulse/integrating-big-data-into-the-

monitoring-and-evaluation-of-development-programmes 

 

また、民間でもこの動きが広がっている。たとえば、米国に本拠地を構える Premise はデータの収

集やモニタリング・評価などを、ビッグ・データを活用しながら行っている。 

 

 Premise: https://www.premise.com/international-development/  

 

  

                                                      
3 このような Twitter 分析を自分の所属する組織やそのサービス名で行うと、Twitter ユーザーからどのよう

に認識されているかわかるかもしれない。 
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3． データ・サイエンスの中のインパクト評価 

ここまでデータという言葉が示すスコープの拡大とその多様なツールの末端に触れてきた。表題で示

唆したようにデータ・サイエンスでもインパクト評価を扱うことがある。データに基づき正確にインパクトを

測定するという試みはデータ・サイエンスでも重要な領域であり、インパクト評価がなるべく正確になさ

れなければ、事業改善へも利用できず、最悪の場合、「良さそうなプロジェクトによってサービス利用

者が損害を被っている」という事実を見落とすことさえありうる。ここからはインパクト評価に焦点を当

てていく。 

 

特にアカデミアでは、インパクト評価をインパクト評価と呼ばず、しばしば因果推論と呼ぶことがある。

インパクト評価を、因果推論的にいうと、 

「あるプロジェクトとそれが期待する効果を表現した指標の間に因果関係があるかどうか」 

を推論することと言えるだろう。インパクト評価の本質はまさしくここにあると考える。こうした因果推論

として改めてインパクト評価を考えると、因果関係を推論できていないインパクト評価が非常に多い

のが現状ではないだろうか。そのようなインパクト評価の多くは次の二つの類型がある。単純な前後

比較（Before and After 以下 B&A）とグループ間比較（Group Comparison 以下 GC）

である。順になぜ因果関係を推論できていないのかを概観してみよう。 

 

B&A は、単純にプロジェクト対象者への成果指標をプロジェクトの前後で比較するものである。例え

ば、ある途上国 A の農民に所得向上プログラムを提供し、その前後を比較して 5 ドル所得が上がっ

た、というものだ。これだけでプロジェクトと評価指標の間の因果関係を推論できたといえるかといえば

とても疑わしいものになる。少なくともインパクト評価のプロたちやデータ・サイエンティストは納得しない

だろう。それがなぜか、読み進める前に考えてみて欲しい。理由は、外部要因の影響を考慮してい

ないからである。例えば、プロジェクト実施年は途上国 A の経済成⾧が著しく、この場合プロジェクト

の効果を過大評価している可能性が高くなる。あるいは、その年だけ気候に恵まれず農作物が不

作だった場合、反対にこのプロジェクトが過小評価されている可能性が高くなる。このように単純な

B&A では外部要因の影響への考慮が十分でなく、インパクト評価としては不十分なものになってし

まう。 

 

では、GC の不完全さを考えてみる。例えば、さきほどと同じ農民所得向上プログラムで、途上国 A

でプロジェクトを受けた農村 B とプロジェクトを受けなかった農村 C の単純比較はどうだろうか。これも

残念ながらインパクト評価としては不完全なものである。なぜなら、農村 B と農村 C の初期条件が

異なる可能性があるからである。気候、治安、生産農作物の種類、プロジェクト前の所得レベル等、

初期条件が異なるものを比較して妥当な結果が得られるとは考えづらい。また、農村 B、農村 C そ

れぞれに異なる外部要因の影響があるかもしれない。以上の B＆A と GC で仮に統計的検定（例

えば平均値の差の検定(t-test)）を行っていたとしても、そして仮に統計学的に有意な結果が出た

としても、外部要因や初期条件についての考慮がないために妥当性はないと考えるのが自然だ。イ

ンパクト評価としての妥当性と統計学として妥当性が必ずしも両立しないこともある。 
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こうした状況を解決しうる方法がランダム化比較実験（以下 RCT）であり、インパクト評価実践家

の間では、しばしば黄金律と称される。RCT そのもののプロセスの説明は別の機会に譲るとして、

RCT を使えば B＆A や GC が抱える課題を解決することができるので好んで使われる。RCT の他

にもそれに準じた手法、差分の差分法、不連続回帰デザイン、操作変数法、など様々な手法があ

るが、RCT のほうが表面的には理解がしやすいということもあり好んで実践されている。 

 

しかしインパクト評価を実装、議論している中でしばしば陥るのが、「評価の厳密さや費用、倫理的

な側面から、いかに RCT を実施するのか」という議論である。筆者個人はこの議論は本質的ではな

いと考えている。確かに RCT はその解釈の容易さから実務においては好ましい側面もあり厳密性も

あるが、本質は「プロジェクトとそれが期待する効果を示す指標の増減の間にある因果関係の探索」

である。UNGP(2016)も「RCT の主唱者は、RCT が適切ではないかもしれない状況下でさえ常に

RCT を利用しようとするために、しばしば批判される」（原文: ”Advocates of randomized 

control trials are often criticized for always trying to use an RCT, even in 

situations where it may not be the most appropriate”）と指摘しており、RCT への盲

信に触れている。筆者が申し上げたいのは、RCT が重要ではないという意味ではなく、RCT も因果

推論のツールであってそれが相応しいときに RCT が実施されるべきということである。 

 

繰り返しになるが、本質はあくまでも RCT の実施ではなく、B&A と GC では考慮できない外部要因

や初期条件の違いを考慮した因果推論である。ビッグ・データの時代になり、データの多様性もそれ

を扱うツールも増えた。RCT だけでなく、因果関係を見つけるために多様なデータやツールを、インパ

クト評価を行う者は自らのツール・ボックスに入れる必要がある。 

 

4． インパクト評価の新しい潮流へ 

では、どのようなツールが他にあるのか。インパクト評価では、因果関係を推論するための道具とし

て、RCT、差分の差分法、不連続回帰デザイン、操作変数法が主要な方法としてあげられることは

先に触れた。しかしこれを因果推論という視点から見たときに、従来とは異なる手法もある。一つは

Targeted Maximum Likelihood Estimation（標的最尤推定）と呼ばれる手法を利用し

た機械学習を用いたインパクト評価である。SuperLearner と呼ばれる機械学習アルゴリズムを用

い、米国では公衆衛生の分野で議論や実装が進んでいる。この手法についてはまた別の機会に紹

介しようと思うが、関心のある方は英語で検索してみていただきたい。残念ながら日本にはまだその

手法は普及していない。しかしこうした議論に触れておくだけでも価値はある。時間があれば以下の

世界銀行のコラム4等を覗いてみていただきたい。 

 

 

                                                      
4 参照:https://blogs.worldbank.org/impactevaluations/how-can-machine-learning-

and-artificial-intelligence-be-used-development-interventions-and-

impact?cid=SHR_BlogSiteShare_XX_EXT 
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そのほかにも、テキスト・マイニングでよく行われる感情スコアリングという手法を用いて、インタビュー記

録等に含まれる各単語にポジティブなら正のポイント、ネガティブなら負のポイントを付与し、それを合

計するというものもある。テキスト・マイニングにはそれ以外にも様々な手法がありその活用が進んでい

る。いま簡単に二つの新しい手法を紹介した。特に前者は新しい潮流で実務の現場まで広く活用

されるまでにはまだ時間がかかるかもしれない。しかし、国際機関等では活用も始まっており、近い将

来我々の目に触れるものかと考えている。 

 

さて、ここで両者について「ランダム化はどうなっているのだろう?」と思われるかもしれない。もちろんお

気づきの方もいるかと思うが、これは本質的な問いではない。あくまでも本質的な問いは「それは因

果推論できているのか?」である。インパクト評価ではランダム化することを至上命題のように考える

方もいるかと思うが、それはあくまでも因果推論するための道具であって、他の手法もある。例えば、

天文学で「惑星をランダムに配置して…」ということは不可能だ。それでも因果関係を示す理論は成

立している。筆者個人はなんでもランダム化すれば良いというものではないと考えている。また、

UNGP が触れたように手法も適材適所で用いられるべきである。海外誌ではあるが、地域の専門

家や行政に入念な聞き取りを行って外部要因や初期条件に関して入念な熟慮をしたうえで、プロ

ジェクトのもつ成果への因果関係に迫ろうとする論文や報告も散見される。筆者個人の見解だが、

このような取り組みでも納得できるものであれば、それは因果推論になりえると考える。 

 

繰り返しになるが、あくまでも本質は因果推論である。もちろん、データ収集の問題、費用、関係者

間の調整、もろもろの課題はある。だからといって、そこで単なる B&A や GC で終わらせて良い理由

にはならない。そのような状況下においても因果関係を推論する努力を最大限することが、インパク

ト評価者を名乗る者の責任ではないだろうか。 
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5． おわりに 

本稿ではデータ・サイエンスからみたインパクト評価という視点で書かせていただいた。改めて本稿で

筆者が申し上げたかったポイントは以下の 3 つである。 

 

・ 「データ」という言葉が示す範囲は限りなく広い。データとは何かを捉えなおすことで、インパク

ト評価のツール・ボックスを充実させることの必要性。 

・ 本質は RCT の実施ではなく、プロジェクトとそれが期待する効果を示した指標の直接的因

果関係の推論、つまり因果推論だということ。RCT はそのための有力な方法の一つでしか

ない。 

・ 海外ではインパクト評価の新しい手法が常に模索されており、それらの情報収集及び導入

の検討や日本独自の方法を検討することの必要性。 

 

ここまでデータ・サイエンスの視点からインパクト評価、因果推論について考えてきた。しかしあくまでも

因果推論は因果推論だ。その得られた評価からどのような行動を起こすべきなのか。評価・因果推

論を単純な数値結果で終わらせないことが重要である。この点については、現状の評価が抱える課

題を別の角度から論考した弊社落合のコラム「社会的インパクト『評価』から『マネジメント』へ5 」及

び今尾のコラム「『SDGs ビジネス』」を創る社会的インパクト・マネジメント6」をご覧いただきたい。 

 

現状、日本ではこのような議論がほとんど行われていないが、弊社は、日本においてもこれらの考え

方を導入し、社会的インパクトの更なる拡大を目指していく。 

 

本コラムが何等かのかたちで、読者のお役に立てれば幸いである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本稿に関するお問い合わせ先】 

ケイスリー株式会社（担当:鈴井） 

contact@k-three.org 

https://www.k-three.org/ 

                                                      
5 https://www.k-three.org/blog/impactmanagement 
6 https://www.k-three.org/blog/sdgs-impactmanagement 


