
ADBについて

アジア開発銀行（ADB）は、アジア・太平洋地域の 46ヵ国および域外の 18ヵ国、計
64ヵ国が加盟する国際開発金融機関です。ADBの何よりも重要な目標は貧困の削減です。
この目標を達成するため、ADBは社会開発、ガバナンスの改善を含めた、貧困層に配

慮した経済成長を促進する開発途上加盟国（DMCs）の活動を支援しています。長期的戦
略枠組（2001～ 2015年）に基づき、ADBは活動に当って民間セクターの開発、地域間
の協力、環境の持続可能性という三つの横断的テーマを考慮に入れています。

ADBの主な手段は、具体的プロジェクトと計画を対象に主として政府に提供する貸付、
保証および技術援助です。ADBの2004年の貸付額は53億ドルとなりました。プロジェ
クトの準備と実行、助言活動の支援および地域活動の実施に使われる技術援助

は 1億 9,660万ドルに達しました。ADBの供与する無償資金の総額は 9,940万ドルとな
りました。

ADBは、1966年に創立されました。日本は、原加盟国31ヵ国のひとつです。ADBの
本部はマニラにあります。

また、全世界に26の事務所を設置しています。ADBでは、50ヵ国を越える国から2,000人
以上の職員が働いています。

アジア開発銀行
6 ADB Avenue, Mandaluyong City
1550 Metro Manila, Philippines
www.adb.org

アジア開発銀行　駐日代表事務所
〒 100-0011
東京都千代田区内幸町 1-1-7 大和生命ビル 2階
www.adb.org/jro
adbjro@adb.org

情報公開政策
情報の開示・交換
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略語 

 

ADB - アジア開発銀行 

ADF - アジア開発基金 

AfDB - アフリカ開発銀行 

CRP - 遵守状況レビューパネル 

CSP - 国別戦略・プログラム 

CSPU - 改訂国別戦略・プログラム 

DEC - 開発効果委員会 

EBRD - 欧州復興開発銀行 

EIB - 欧州投資銀行 

EU - 欧州連合 

IBRD - 国際復興開発銀行 

IDB - 米州開発銀行 

IFC - 国際金融公社 

IMF - 国際通貨基金 

MDB - 国際開発金融機関 

MIGA - 多数国間投資保証機関 

NGO - 非政府組織 

OER - 広報室 

PDAC - 情報開示諮問委員会 

PID - プロジェクト／プログラム情報文書 

RCSP - 地域協力戦略・プログラム 

RCSPU - 改訂地域協力戦略・プログラム 

RRP - 総裁の報告と勧告 

SPF - 特別プロジェクト推進役 

UNDP - 国連開発計画 



 

 

定義 

 

「影響を受ける住民（被影響住民）」とは、アジア開発銀行（ADB）が援助するプロジェク

トまたはプログラムによって好影響または悪影響を受ける可能性のある住民を意味する。 

 

「審査」とは、(i) 公共セクター・プロジェクトまたはプログラムについては、審査ミッショ

ン、あるいは審査ミッションが権利放棄された場合は、かかる権利放棄が承認されたマネ

ジメントレビュー会合を意味し、(ii) 民間セクター・プロジェクトについては、民間セクター

審査委員会（Private Sector Credit Committee）によるプロジェクトのレビューに引き続いて

行われるミッションを意味する。 

 

「被影響住民に利用可能」とは、被影響住民に容易に理解し得る適切な形式、方法および

言語で、かつ被影響住民がアクセスできる場所で、利用可能であることを意味する。 

 

「理事会」とは、別段の記載がない限り、ADB の理事会を指す。 

 

文書の「完了」とは、文書の作成を担当する ADB の部局の要件を満たす段階に至るまでの

作成を意味する。 

 

「秘密業務情報」とは、ADB が顧客、顧問、コンサルタント、その他関係当事者と締結す

る秘密保持契約または非開示契約の対象となる情報を意味する。 

 

「 終報告書」とは、(i) 終報告書として ADB に正式に提出され、(ii) ADB が支援するプ

ロジェクトまたはプログラムの準備に使用するのに十分な質を備えているとADBにより判

断され、および(iii)それ以上の変更を必要としない報告書を意味する。 

 

「実績情報」とは、もはや「実施中」ではない ADB が支援するプロジェクト、プログラム、

政策および一般業務に関する情報を意味する。 

 



 

 

「公に利用可能」とは、ADB のウェブサイトにおいて利用可能であることを意味する。1 

 

「移住計画」とは、随時改正される ADB の非自発的移住政策および業務マニュアルの非自

発的移住に関するセクション F2/OP に従い策定された完全移住計画もしくは短期移住計画

を意味する。 

 

「移住フレームワーク」とは、業務マニュアルの非自発的移住に関するセクション F2/OP

に従い策定された移住フレームワークを意味する。 

 

「戦略・プログラム評価」とは、戦略およびプログラムの策定において行われる貧困分析、

経済分析、ジェンダー、ガバナンス、環境および民間セクター・テーマ別の分析、ならび

にセクター評価を言う。また、かかる評価の更新を含む。 

 

「戦略・プログラム」とは、開発途上加盟国または地域のために策定される国別戦略・プ

ログラム、改訂国別戦略・プログラム、地域協力戦略・プログラム、または改訂地域協力

戦略・プログラムを意味する。 

 

承認、回覧、完了、是認、討議、発行または提出され「次第」とは、承認、回覧、完了、

是認、討議、発行または提出の日から合理的に現実的な短期間内で、2 週間（14 暦日）以

内を意味する。 

 

注 

本書においては、「ドル」は米ドルを指す。 

 

情報公開政策は、一定の職務または活動を遂行するという ADB の意図を示す場合は意思未

来形の will（日本語では「～する」）を、遵守状況レビューの対象となる ADB の義務を示す

場合は強制・義務を表す未来形の shall（日本語では「～するものとする」）を使用する。 

                                                           
1 情報公開政策は、意図した情報の受け手またはオーディエンスならびに情報開示の意図した目

的（たとえば、協議プロセスをサポートするための情報、被影響住民その他地元のステークホル

ダー（利害関係者）が求める情報、または一般市民のための情報など）に応じて、他の開示また

は普及の手段も要求している。これらは別途定めるものとし、「公に利用可能」の定義には含め

ない。 
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エグゼクティブ・サマリー 

 

アジア開発銀行（ADB）の業務活動が実効あるものとなるためには、さまざまな人々、組

織との協働が不可欠である。強力で生産的なパートナーシップを構築するには、ADB が広

く知られた存在となり、その動機と目的が明確で、よく理解されなければならず、結果重

視の実践的な専門機関として尊重される必要がある。信頼を得て、参加型開発を支援する

ために、ADB は、積極的（プロアクティブ）にすべてのステークホルダー（利害関係者）

と情報を共有し、またフィードバックを求めることによって、公開性と説明責任を示さな

ければならない。ADB はまた、ステークホルダーからの情報の要求に応えなければならな

い。 

 

効果的な対外広報と情報開示、すなわち、よりオープンで積極的（プロアクティブ）な情

報公開が、こうしたパートナーシップを構築する上での主要な要素となる。 

 

この 10 年余り、公開性と情報へのアクセス向上を求める明らかな世界的動向が見られたが、

参加型開発にとって情報の共有が不可欠な要素であることは、今や広く認められている。

この透明性を求める動向と、グローバルな通信革命によって、公共、民間および非営利セ

クターの諸機関が提供する情報の種類、範囲および伝達に対する一般市民の期待は高まっ

ている。ADB は、公開性が拡大するこの新しい時代に順応して、他の国際機関、多くの政

府や加盟諸国の民間セクターの慣例、一般市民の期待に歩調を揃えなければならない。 

 

ADB の情報公開政策（以下、「本政策」）は、ADB がより効果的にコミュニケーションを図

ることができるようになるための枠組みを提供するものである。本政策は、1994 年に採択

された 2 つの政策「情報政策および戦略」と「情報の守秘義務と開示政策」に取って代わ

るものである。本政策は、ADB が公に利用可能とする情報の範囲と種類とを拡充するもの

である。 

 

本政策の目的は、ステークホルダーの ADB への信頼と、ADB と協働する能力とを高めるこ

とにある。ADB の業務がより大きな開発効果をもたらすよう、本政策は以下を促進する： 

• ADB の活動、政策、戦略、目的および成果についての認識と理解 

• 開発問題に関する斬新で革新的な視点を提供できるよう、開発に関する知識と教

訓の共有と交換 
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• 参加型開発を推進するための、ADB とプロジェクトの影響を受ける住民を含むス

テークホルダー間の双方向の情報の流れ 

• ADB の業務の透明性と説明責任 

 

これらを目指して、ADB は、ステークホルダーならびに広く一般市民と知識およびその業

務に関する情報を積極的（プロアクティブ）に共有する。秘密保持のやむを得ない理由が

ない限り、ADB は、情報は開示され得ると見なす。本政策は、ADB が選択的に情報を開示

することはなく、人々が本政策に基づき ADB によって公に利用可能とされる情報を平等に

利用できることを確保する。 

 

ADB に関する認識と理解を高める 

貧困、世界的な治安の悪化、環境の持続可能性、経済不安など、現代のもっとも危機的な

課題のいくつかに対応しなくてはならないという ADB への圧力は、ますます増すばかりで

ある。アジア・太平洋地域のダイナミズムは、ADB の活動の場である国々を変容させてお

り、地球規模の影響を及ぼしている。その結果、ADB に対し地域の開発課題に関する専門

知識と洞察を求める政府、企業および市民社会の要求は、増大し続けている。 

 

ADB は、知的指導力を強化し、地域に関する多大な知識を明確に示し、より効果的に伝達

しなければならない。加盟諸国政府、ジャーナリスト、市民社会団体および ADB スタッフ

はこれまで、世界でもっとも人口の多いこの地域が直面する重大な経済・社会問題につい

て、ADB が自らの意見を述べ、また意見を聞いてもらう必要を訴えてきた。 

 

本政策は、ADB の業務に関するより積極的（プロアクティブ）なコミュニケーションのた

めの制度体系を提供し、ADB についての情報の普及を促進し、ADB の業務に関する情報の

アクセスを改善することによって、こうした要求に応えるものである。 

 

ADB は、本政策を通じ、アジア・太平洋地域の貧困削減に ADB が果たす役割について、

ADB の加盟諸国、市民社会団体、企業、メディア、学術機関、開発パートナーおよび一般

市民の理解を高めるよう努力する。 

 

開発知識および成果の共有 

ADB には、ADB の業務の概要を明確でバランスのとれた形で一般市民に説明する責任があ

る。さらに、ADB は現在、国別援助の供与および開発途上加盟国のミレニアム開発目標達
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成の援助において結果重視のマネジメント・アプローチを全面的に支持していることから、

それらの成果について報告する公的責任も一層大きい。 

 

不十分なドナー資金を巡る競争が増大する中、開発プログラムの費用対効果への公的な精

査も厳しさを増している。ADB は、数多くの有意義な調査研究を行い、その調査結果と洞

察を広く普及することが必要である。 

 

本政策は、これらの課題に対処するものである。ADB は本政策に従い、成功事例のみなら

ず失敗事例や期待はずれに終わった事例についても報告し、経験から学ぶことで業績向上

に努める。情報が悲観的という理由だけで情報の公開が差し控えられることはない。そう

した公開性は、政策や業務に関する建設的な協議を促進するだろう。ADB は、公的機関と

して、公的な説明責任を負うものとする。 

 

コミュニケーションの強化 

開発効果を確実に上げるためには、ADB は、ADB が支援する業務の影響を受ける住民が自

分たちの生活に影響する決定について情報を得、またそうした決定に関与することのでき

る機会を拡大することが必要である。意思決定にコミュニティ・レベルの参加を増大させ

るためには、ADB、加盟国政府、民間セクター・プロジェクトのスポンサーがステークホ

ルダーに情報を提供するとともに、ステークホルダーがフィードバックをできるように図

るプロセスを導入することが必要である。 

 

プロジェクトの成否は、多くの場合、住民、コミュニティおよび組織と信頼を醸成し、プ

ロジェクトの目的を説明し、現地からインプットを受け、プロジェクト対象地域の住民の

関与を確保することいかんにかかっている。プロジェクトの受益者、その他被影響住民と

の連携を強化するために、ADB は、そのコミュニケーション政策、実践および能力の向上

を図ることが必要である。 

 

本政策は、住民が ADB の援助する活動に関して情報やアイデアを要求し、受理し、伝える

権利を支持するものである。ADB は、本政策を通じて、時宜を得た、明確で妥当な方法に

より情報を提供し、プロジェクトの影響を受ける住民がプロジェクトの設計に有意義なイ

ンプットを提供できるよう十分に早い段階で、それらの住民と共有するように努める。 
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透明性の向上 

ADB は、透明性が開発効果を高めるばかりでなく、その組織に対する一般市民の信頼も高

めることを認識している。ADB は、透明性の好例となり、透明性の問題に関して ADB が加

盟諸国に行う助言と整合した行動をとるよう努めるものである。 

ADB はまた、法律上や実務上の理由で必ずしも完全な開示が可能ではない場合もあること

を理解している。たとえば、アイデアを探求したり、情報を共有したり、あるいは内部や

加盟諸国と率直な議論を行う必要が ADB にある時、ADB はスタッフのプライバシーを守り、

民間のプロジェクトのスポンサーや顧客の秘密業務情報を保護しなければならない。しか

しながら、例外は限られている。 

 

本政策の実施 

本政策は、ADB がその一般原則を実施する上で使用する戦略を含む。戦略は、ADB がより

積極的（プロアクティブ）に対外広報を行い、ADB の業務に関する情報へのアクセスを改

善するために採用する意向である手法を説明する。戦略は、情報のアウトリーチ、情報の

共有、ステークホルダーからのフィードバック、ADB が対象とする主要なオーディエンス、

翻訳及び本政策実施担当者の役割について説明する。 

 

ADB は、焦点を絞った対外広報戦略を定めることによって、対外広報の手法を強化・洗練

する。ADB は、加盟諸国にとって重要な諸問題に関する立場を明確に定め、こうした立場

を説明するための情報資料を改良し、これらの資料の普及に努める。ADB 内において対外

広報の重要性を明確にするため、ADB は組織配置を整理し、それに応じてスタッフの技能

構成を変更する。 

 

透明性の一層の向上を図るため、ADB は、公共および民間両セクターの業務を対象とする

公に利用可能な文書の範囲を拡大している。戦略は、ADB が作成する具体的な文書その他

情報を説明し、どれが公に利用可能とされるのかを示し、情報開示の前提が該当しない事

例を列挙する。 

 

参加型開発を支援するため、ADB は、プロジェクトの影響を受ける住民に情報を提供する。

戦略は、ADB の事業に対する意見、助言、批判その他フィードバックが十分に考慮される

よう、ADB スタッフがどのように対処するのかについて説明する。戦略はまた、ADB の返

答がフィードバックをしたステークホルダーにどのように明確に伝達されるかについても

説明する。 
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情報公開諮問委員会が、本政策の開示要件の解釈、監視およびレビューの責任を負うこと

になる。また、ADB の広報室（OER）がすべての情報公開活動のフォーカルポイントとな

り、本政策の解釈および一貫性のある適用について全面的に責任を負う。OER は、本政策

に関する研修を行うものとする。OER に新設される情報公開・開示ユニットが本政策の開

示要件を監視し、業務部門のコミュニケーション計画の策定を支援し、情報センターのネッ

トワークを構築し、翻訳の枠組みを策定する。 

 

本政策は、ADB ならびに地域の開発課題に対する認識を高め、理解を深めるための第一歩

である。ADB は、一般市民にアジア・太平洋地域における ADB の活動と成果についてその

概要を明確にバランスのとれた形で説明することを目指す。知識の効果的な普及を通じて、

ADB はより大きな開発の効果を上げることができる。
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アジア開発銀行の情報公開政策 

情報の開示・交換 

 

I. はじめに 
 

1 アジア開発銀行（ADB）は、今の時代の重大な課題のひとつである貧困との闘い

に取り組んでいる。ADB が活動を展開するこの地域には、1 日 1 ドル以下の生活をしてい

る人が 7 億人近くおり、1 日 2 ドル以下の生活を送っている人は世界の総人口の 4 分の 1 以

上に相当する約 19 億人にのぼる。 

 

2 ADB は 2 通りの方法で貧困削減に取り組んでいる。1 すなわち、ADB は、貧困

を削減し、経済成長を促すため具体的プロジェクトやプログラムに金融支援を行うととも

に、加盟諸国政府が国民の生活改善を支援する政策や制度を策定するに際してアイデアや

洞察を与えている。 

 

3 ADB の業務活動が実効あるものとなるためには、さまざまな人々、組織との協働

が不可欠である。強力で生産的なパートナーシップを構築するには、ADB が広く知られた

存在となり、その動機と目的が明確で、よく理解されなければならず、結果重視の実践的

な専門機関として尊重される必要がある。信頼を得て、参加型開発を支援するため、ADB

は積極的（プロアクティブ）にすべてのステークホルダー（利害関係者）2と情報を共有し、

またフィードバックを求めることによって、公開性と説明責任を示さなければならない。

ADB はまた、ステークホルダーからの情報の請求に応えなければならない。 

 

4 効果的な対外広報と情報の開示、すなわち、よりオープンで積極的（プロアクティ

ブ）な情報公開が、こうしたパートナーシップを構築する上での主要な要素となる。ADB

は、『2001～2015 年長期戦略フレームワーク（LTSF）』3 およびナレッジ・マネジメント・

                                                           
1 1999 年 ADB 発行『アジア・太平洋地域の貧困と闘う：貧困削減戦略』、マニラ。 
2004 年 ADB 発行『アジア開発銀行の貧困削減戦略の再検討』、マニラも参照のこと。 
2 「ステークホルダー」とは、開発イニシアティブの影響を受ける可能性があり、大きな影響力

を及ぼすことができ、あるいは開発イニシアティブの表明された目的の達成にとって重要な人々、

グループまたは機関のことである。 
3 2000 年 ADB 発行『2001～2015 年アジア開発銀行長期戦略フレームワーク』、マニラ。 
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フレームワーク4 の中でこれを認めている。 

 

5 この 10 年余り、公開性と情報へのアクセス向上を求める明らかな世界的動向が

見られたが、5 参加型開発にとって情報の共有が不可欠な要素であることは、今や広く認め

られている。この透明性を求める動向と、グローバルな通信革命によって、公共、民間お

よび非営利セクターの諸機関が提供する情報の種類、範囲および伝達に対する一般市民の

期待は高まっている。ADB は、公開性が拡大するこの新しい時代に順応して、他の国際機

関、6 多くの政府や加盟諸国の民間セクターの慣例、一般市民の期待に歩調を揃えなけれ

ばならない。 

 

6 この分野における ADB の現行の政策7は 1990 年代半ばにさかのぼるもので、改

正しなければならない状況にある。2003 年 5 月、ADB 総裁は、『情報の守秘義務および情

報開示（開示政策）』と『情報政策および戦略（情報政策）』を見直し、新しい総合政策の

策定について公共、民間および非営利セクターのステークホルダーと積極的（プロアクティ

ブ）に協議するための、OER のプリンシパル・ディレクターを委員長とする運営委員会を

任命した。 

 

7 ADB は、書面によるコメントを求める他、多数の加盟国で 15 回にわたり協議を

実施し、地域内外の幅広い利害関係者の意見を聴取した。総数にして 430 人以上がワーク

ショップおよびテレビ会議に参加した。参加者のおよそ 4 分の 1 が政府職員であった。レ

ビュー・プロセスの詳細および外部の意見の要約は、補足付録（請求があれば入手可能）

にある。 

 

8 本書は、このレビューの結果を報告し、一般市民とのコミュニケーションに関す

るADBの新しい情報公開政策を紹介するものである。新政策は現行の政策に取って代わる。 

                                                           
4 2004 年 ADB 発行『ADB におけるナレッジ・マネジメント』、マニラ。 
5 情報アクセス権の重要性は、50 年以上にわたり国際的に認められている。国連総会は、1946
年に、「情報の自由は基本的人権であり、国連が神聖な目的とするあらゆる自由の試金石となる

ものである」と決議している。公的機関からの情報に対する権利は、数十カ国の憲法や情報アク

セス法に認められており、ADB の大半の加盟国が調印している『市民的および政治的権利に関

する国際規約』の第 19 条に定められている（詳細は、http://www.unhchr.ch/pdf/report.pdf を参照

のこと）。 
6 他の国際開発金融機関における通信および情報公開の動向に関する議論は、付録 1 を参照のこと。 
7 1994 年 ADB 発行『情報政策および戦略』ならびに『情報の守秘義務と情報開示』、マニラ。 
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II. 情報公開と開発効果 
 

9 ADB を広く知らしめ、理解され、尊重されることを目指す効果的な対外広報（囲

み 1）は、数多くの領域において ADB の開発効果を支えることになるだろう。ADB の株主

は、ADB が開発において有効な役割を果たしていること、及びその役割がそれぞれの国に

おいて一般市民に影響力を持つ学界、市民社会およびメディアに認められていることが確

実となっている必要がある。開発途上加盟国では、ADB が提唱する政策や慣行が、開発の

専門家、メディア、市民社会によりよく理解されれば、それらに対する支持は増大するだ

ろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 ドナー国においては、政府開発援助予算の不十分な資金を巡って競争が激化して

おり、政府は、二国間プログラム、国際機関、および ADB などの地域機関への資金配分の

利点を比較検討しなければならない。財務省および援助担当省庁の職員と政治指導者は、

納税者の資金が効果的に使われているだけでなく、一般市民が認めていることを再確認す

る必要がある。 

囲み 1. 対外広報とは 

対外広報という用語は、外部の構成メンバーやオーディエンスとの接触に関連する組織の業務の

あらゆる側面に及ぶものである。対外広報には、プロジェクトやプログラムを提案・立案・実施

し、情報を提供し、商品およびサービスに対する契約を合意かつ実行し、協力網および作業協定

を確立し、ADB の活動と目的を説明し、フィードバックを求めるため、多くの理由で—意思決

定者、被影響住民、NGO、コンサルタント、学者、民間セクターのパートナー、サービス提供

者、メディアなどとの数多くのレベルで—交流することが含まれる。ADB で働くすべての者に、

ADB の認知度や評判を強化し、維持し、守るために対外広報を構築する共同責任があることは

明らかである。 

 

ADB の構成メンバーと外部オーディエンス 
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11 効果的な対外広報を重視する理由は他にもある。組織に対する理解と尊敬が深ま

れば、ドナー国および開発途上加盟国のオピニオンリーダーとのパートナーシップも促進

されるだろう。いくつかある利点の中でもこれはとりわけ、有能な ADB スタッフを引き付

け維持する上で有効だろう。被影響住民とのより積極的（プロアクティブ）なコミュニケー

ションは、プロジェクトの設計・実施の質を向上させるだろう。 

 

12 情報の積極的（プロアクティブな）開示は、効果的なコミュニケーション、なら

びにさまざまなステークホルダーとの生産的関係の構築の前提条件である。利用しやすい

タイムリーな関連情報の提供なくしては、プロジェクトが実施されるコミュニティとの協

議の有効性は著しく低下することになる。被影響住民は、情報を得ることによって、プロ

ジェクトの利点と不利な点を適切に分析することができ、プロジェクトの設計・実施に関

する議論にもより効果的に貢献することができる。このプロセスは、 終的により優れた

持続可能なプロジェクトの実現につながる。 

 

13 透明性は、経済成長、8 財政の安定、効果的なガバナンスの重要な要素である。

情報のアクセスを改善することによって透明性が高まれば、公的機関や民間組織の健全性

が強化されるだろう。 

 

14 後に、公的機関による情報の開示について道徳的な議論がある。ADB の多くの

加盟国は現在、情報に対する権利を定めた法律により、または憲法上の規定により、政府

が保有する情報は公のものと考えている。ADB は、公的機関として、公的に説明責任があ

る。情報の提供なくしては、説明責任は果たされ得ない。 

 

                                                           
8 20年間の開発途上および経済移行 78カ国の成長率の差を説明する複数の変数を調査した研究

の結果、「成長を予想するにあたってもっとも信頼できる重要な個別の特徴は、情報アクセスで

ある」ことが判明した。2001 年ジョセフ・シーグル著『民主化と経済成長：説明責任制度の貢

献』。 
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III. ADB の情報公開の経験 
 

A.  「情報政策」の実施 

 

1. 「情報政策」の主な特徴 

 

15 「情報政策」は、ADB の戦略的アジェンダおよび目的をサポートする。「情報政

策」は、伝えるべきメッセージ、対象とすべきターゲット・オーディエンス、使用すべき

伝達様式を明らかにしている。主要なメッセージは次の 4 つである：(i) ADB はアジア・太

平洋地域の持続可能な経済成長を育成するものであり、これはすべての加盟国の利益にか

なうものである；(ii) ADB は、開発を促す不可欠な役割を果たす；(iii) ADB は、経済・社会

変化の触媒の役割を果たす；(iv)ADB は、地域および準地域協力を育成する。「情報政策」

は、これらのメッセージの対象となるターゲット・オーディエンスを明らかにし、彼らに

メッセージを伝達するさまざまな方法を指定している。 

 

2. 実施評価 

 

16 「情報政策」が採択されて以来 10 年間に、ADB は、市民社会団体、開発機関お

よび国内外のメディアを含む多数のターゲット・オーディエンスとの関係を拡充・強化し

てきた。ADB は、より幅広いオーディエンスにニュースや見解を伝達している。ADB は、

受動的（リアクティブ）な情報の普及から能動的（プロアクティブ）なターゲット・オー

ディエンスとの関与へと転換を図り始めた。 

 

17 明確な基準やモニタリングの枠組みがないので、「情報政策」の目的を達成する

上でこれまでに十分な進展が図られたかどうかを評価することは難しい。しかしながら、

政策が採択されてから 10 年の間に、ADB は業務のさまざまな側面について数多くのレ

ビューを行い、それらは ADB の対外広報について論評を行ってきた。『長期戦略フレーム

ワーク（2001～2015 年）』、『駐在員事務所政策の実施進捗状況レビュー』（2000 年）および

『アジア開発銀行の組織再編』（2001 年）はいずれも対外広報の強化の必要性を強調してい

る。ADB の対外広報（本部および現場の両レベルにおける）についての外部レビューでも、

同じ結論に達しており、対外広報強化の措置が提言された（囲み 2 の重要な教訓を参照）。

これらの提言のうち実施に移されたのはわずかしかない。 
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18 結論として、外部オーディエンスの中で ADB の認知度を高めるのにある程度の

進展があったものの、アジア・太平洋地域の開発に果たす ADB の役割に相応しい一般市民

の認識を形成するまでには至っていないと言えるだろう。「情報政策」は、ADB の開発への

貢献は明瞭であり、そうした貢献を説明・宣伝する必要はないと ADB が考えていた時代に

策定されたものである。したがって、ADB は対外広報に資源をほとんど投じず、優先順位

も低かった。すなわち、「情報政策」は、それが策定された時代の産物である。しかし時代

は変わった。『長期戦略フレームワーク（2001～2015 年）』に表明されている「対外的認知

度を高め、強化する」という ADB の目標を達成し、または ADB がアジア・太平洋地域に

おける学習機関になり、開発に関する知識源になるという公約を達成するために、「情報政

策」はもはや十分とは言えない。 

 

囲み 2. ADB の対外広報のレビュー：重要な教訓 

ADB が対外広報の拡充を図り、一般市民への認知度を上げるためには、より強固で焦点を絞った対外

広報戦略を立てる必要がある。そうした戦略は以下に立脚したものでなくてはならない。 

• 強力なリーダーシップとスタッフのインセンティブ。マネジメントは、情報公開に直接関与して

リーダーシップを発揮し、スタッフに対しでき得る限り外部のオーディエンスと交流を図るよう

奨励しなければならない。マネジメントの強力なリーダーシップは、対外広報活動へのスタッフ

の積極的（プロアクティブ）な関与を奨励する文化を育成する上で不可欠である。 

• ADB の優先課題の明確化。ADB は、その優先課題は何か、関連問題に関してどのような立場に

立つのか、それはなぜかについて把握していなければならない。これは、そうした情報をより広

範なオーディエンスに効果的に伝達する能力の中核を成すものである。 

• 独創的な思考。ADB は、組織の壁を越えて関心事項について研究し、自らの立場を形成し、そう

した立場を外部のオーディエンスに活発に宣伝しなければならない。 

• 効果的な普及戦略。ADB は、業務の経験や研究をより多く活用して、ターゲット・オーディエン

スに販売する入手しやすい適切な出版物を制作するようにしなければならない。 

• 内部における活発なコミュニケーション。スタッフが外部のオーディエンスに ADB の考えを効

果的に伝達するためには、スタッフ自身がまず ADB の考えを知らなければならない。そのため

には、ADB 内部におけるより活発なコミュニケーションが必要である。 
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B. 「開示政策」の実施 

 

1. 「開示政策」の主な特徴 

 

19 「開示政策」は、ADB の「情報開示支持の前提」を定めている。この前提は、一

定の法律上および実施上の制約がない限り適用される。「開示政策」は、ADB の任務の成功

を確実にするためADB 業務のあらゆる領域においてできる限り高い透明性と開示を提供し、

ADB に対する一般市民の支持を維持し、ADB が援助しようとしている人々の模範になり得

ることを目指している。「開示政策」は、「機密扱い」、「公用に限定」、「非機密扱い」とい

う 3 種類のカテゴリーを定めている。 

 

20 「開示政策」は、すべてのプロジェクトおよびプログラムについて、『ADB ビジ

ネスオポチュニティ』のリストに初めて記載される際にプロジェクトまたはプログラム・

プロフィールを作成する必要があるとしている。公共セクターのプロジェクトまたはプロ

グラム・プロフィールは、理事会によるプロジェクトまたはプログラムの承認後、定期的

に更新する必要があるとしているが、民間セクターのプロジェクト・プロフィールについ

ては述べられていない。また、開示が行われる条件は、総裁の報告と勧告（RRP）、技術援

助報告書、セクター・ペーパー、フィージビリティ・スタディ、環境文書を含む一定の文

書について説明が行われている。「開示政策」に言及されていないプロジェクトに関する技

術情報または文書の請求は、関係部局ならびに関係国政府の承認を得なくてはならない。

後に、「開示政策」は、情報の請求者は 22 営業日内に ADB から回答を受け取るものとす

ると定めている。 

 

2. 実施評価 

 

21 「開示政策」の採択以来、ADB は、外部オーディエンスに対してより多くの情報

を利用できるようにし、そうした過程の中で、ADB の役割、目的および業務に関する一般

の認知度を高めるのに貢献してきた。透明性については多くの利点が認められているが、

実施戦略が欠けているため、その利点が十分実現されるには至っていない。 

 

22 多くの外部ステークホルダーは、開示が必ずしも前提とされておらず、守秘義務

について明確な基準が必要だと述べている。事実上、情報が「機密扱い」であるかどうか

は、ADB および加盟各国政府の裁量に任されている。ADB は、借入人による情報の機密扱
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い指定を受け入れている場合が多いと言われており、そのため「情報開示支持の前提」が

疑問視されている。外部の回答者は、特定の戦略、政策またはプロジェクトに関して審議

が終了し、決定が下されてから初めて開示が行われる場合が多いと主張している。 

 

23 現在の「開示政策」の改善が必要な領域は他にもある。「開示政策」はいくつか

の領域で不明確で混乱しており、多くの 新文書が本文に引用されていない。多くのスタッ

フが、関心のある特定の文書をプロジェクト実施地域の住民および住民のために問題を提

起している団体に開示せよという要求に回答し、ADB および加盟国政府の承認を求めるの

に充てる時間が少ないことに懸念を表明している。一部のスタッフは、どの情報を公表で

きるのか、開示要求に対しどの部局が責任を負うのか、要求をどのように調整すべきなの

かについて不安を漏らしている。彼らは、明確さと研修とを必要としている。さらにスタッ

フは、義務付けられているプロジェクト・プロフィールの更新が ADBの管理システムによっ

て妨げられており、また、低い優先順位しか与えられていないと指摘している。 

 

24 公開性と情報の共有を推進することによって業務の質が向上することは、経験か

ら明らかである。9 また、プロジェクトの設計・実施に際して十分な情報が提供されず、十

分早い段階で情報が利用可能にされないと、地元の関係者からプロジェクトに対し不満が

起きることも、経験から明らかである。10 多くのスタッフが、有意義な協議と参加型開発

に対する支持を高めるような政策の改正が必要だと考えている。 

 

25 同時に、スタッフは、透明性は内部の審議プロセスを保護し、加盟国政府の信頼

を維持し、強力な顧客志向を維持し、バランスをとることが必要であると認めている。守

秘義務がもっとも意味を持つのは審議の早い段階、すなわち機密分野において率直なアド

バイスが政府に与えられるときと一般的に考えられる。業務スタッフはまた、仕事量が非

常に多いことを挙げて、不当な負担を加える恐れのある新たな開示要件の導入に対して警

告を発している。 

 

                                                           
9 2001 年アラン・ファウラー著『国別戦略・プログラムの計画立案への参加促進』、マニラ。ADB。 
10 ADB の特別案件促進部に寄せられた苦情やかつての監査機能の下で提出された苦情は、ADB
が支援する活動に関する情報の開示が不足していることを挙げている。 
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C. 結論 

 

26 1994 年の「情報政策」と「開示政策」は改正が必要である。ADB は、透明性を

向上し、ステークホルダーからの尊敬と信頼を獲得するという公約を果たすためには、強

力なリーダーシップ、十分な資源、ADB 内における対外広報の役割に関する思考の転換に

支えられた、対外広報に対するより強固で焦点を絞ったアプローチを開発しなければなら

ない。そうしたアプローチは、ADB の事業へのステークホルダーの有意義な参加を高める

ため、タイムリーで適切な情報開示を奨励する企業文化に立脚したものでなければならない。 

 

IV. 情報公開政策 
 

27 情報公開政策（以下、「本政策」）の目的は、ステークホルダーの ADB への信頼

と、ADB と協働する能力とを高めることにある。ADB の業務がより大きな開発効果をもた

らすよう、本政策は以下のことを行う。 

• ADB の活動、政策、戦略、目的および成果について、ADB の構成メン

バー、その他ステークホルダー、ならびに一般市民の認識と理解を促

進する。 

• 開発問題に関する斬新で革新的な見方を提供できるよう、開発に関す

る知識と教訓の共有と交換を促進する。 

• ADB と被影響住民を含めたステークホルダー間の双方向の情報の流れ

を拡大して、参加型開発を推進する。 

• ADB 業務の透明性と説明責任を高める。 

 

28 こうした目的のため、ADB は、その業務に関する知識と情報、その見解および意

見をステークホルダーならびに一般市民と積極的（プロアクティブ）に共有するものとす

る。ADB はまた、個別の情報請求に応えて情報を開示するものとする。秘密保持のやむを

得ない理由がない限り、情報開示支持の前提があるものとする。 

 

29 ADB は、透明性が開発効果を高めるばかりでなく、ADB に対する一般市民の信

頼も高めることを認めている。ADB は、透明性の前向きな事例となり、透明性の問題に関

して加盟諸国に行う助言と一致した行動をとるよう努めるものとする。 

 

30 ADB はまた、開発途上加盟国で ADB が支援する活動について各国のオーナー
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シップが非常に重要であることも認めている。したがって、本政策の実施に当たっては、

これらの途上加盟国の見解や関心を尊重するものとする。 

 

31 ADB は、住民が ADB の支援する活動について情報やアイデアを要求し、受理し、

伝える権利を支持する。ADB は、ステークホルダーと意思の疎通を図り、彼らの意見を聞

き、彼らからのフィードバックを検討できるように、時宜を得た、明確で妥当な方法で情

報を提供するものとする。ADB は、被影響住民がプロジェクトの設計と実施に有意義なイ

ンプットを提供できるよう十分に早い段階で、被影響住民と情報を共有するものとする。 

 

32 ADB は、経験から学ぶことで実績の向上に努めるべく、成功事例のみならず失敗

事例や期待はずれに終わった事例についても報告するものとする。ADB は、情報が悲観的

という理由だけで情報の公開を差し控えてはならない。ADB は、政策や業務に関する建設

的な議論や協議を奨励するものとする。ADB は、公的機関として、公的に説明責任を負う

ものとする。 

 

33 ADB は、選択的に情報を開示してはならない。住民は、ADB が政策、戦略およ

び実施取り決めに従って、本政策に基づいて入手できるようにしている情報を平等に利用

できる。 

 

34 ADBは、アジア地域の貧困削減にADBが果たす役割について、ADBの加盟諸国、

市民社会団体、企業、メディア、学術機関、開発パートナーおよび一般市民の理解を高め

るよう努力するものとする。 

 

35 法律上や実務上の理由で必ずしも完全な開示が可能ではない場合もある。たとえ

ば、ADB は、アイデアを探求し、情報を共有し、内部で、また加盟諸国と率直な議論を行

い、民間セクター業務の特別な要件を検討する必要がある。ADB は、スタッフのプライバ

シーを守り、ADB 自身の、また民間セクターのスポンサーおよび顧客の非公開の業務情報

を保護するものとする。しかしながら、例外は限られており、ADB は、情報が本政策第 126

項、127 項および 130 項に定める例外に該当しない限り、ADB が作成するすべての情報を

開示するものとする。 

 

36 本政策の他の条項によって制約されない限り、参考のために理事会に提出される

文書は、理事会に回覧され次第直ちに開示されるものとし、検討のために理事会に提出さ
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れた文書は、理事会によって承認または是認され次第直ちに開示されるものとする。 

 

37 ADB は、以下に概説する戦略によって、本政策に定める一般原則を実施するもの

とする。戦略は、ADB が積極的（プロアクティブ）に公に利用可能とする情報を示し、情

報が請求によって利用可能となる一定の事例または情報をADB の同意なしに利用してはな

らない一定の事例を示す。 

 

38 本政策の開示条項（他の条項は含まれない）と理事会によって承認された他の政

策の間に矛盾がある場合は、本政策の開示条項が優先するものとする。 

 

V. 戦略 
 

39 本政策の目的を達成するため、この戦略は以下の 2 つの具体的な成果を出すため

に作成されている。 

(i) 積極的（プロアクティブ）な対外広報、および 

(ii) ADB の業務に関する情報へのアクセスの改善。 

 

40 戦略は、対外広報と情報開示という 2 つの別個の、しかし補完し合う構成要素か

ら成る。対外広報は、主要な構成メンバーによって ADB が広く知られ、理解されるように

することによって強力な対外関係を構築することに主たる重点を置く—成果(i)。情報開示は、

とりわけ ADB と直接業務上およびビジネス上の関係を有する人々や組織とのパートナー

シップを強化することを目指す—成果(ii)。 

 

A. 対外広報 

 

41 ADB は、焦点を絞った対外広報戦略を定めることによって、対外広報の手法を強

化・洗練する。ADB は、加盟諸国にとって重要な諸問題に関する立場を明確に定め、こう

した立場を説明するための情報資料を改良し、これらの資料の普及に努める。ADB 内にお

いて対外広報の重要性を明確にするため、ADB は組織配置を整理し、それに応じてスタッ

フの技能構成を変更する。 
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1. 必要条件 

 

42 外部のオーディエンスの ADB に対する認知度を高めるため、ADB は以下のこと

を確保しなければならない。 

(i) 独創的なアイデアを創出し、開発問題に関して洞察に富んだメッセージを作成する。 

(ii) 業務上の経験と研究から導き出されたこれらの問題に関する国際的な議論に活

発に関与する。 

(iii) メディアをはじめその他外部のオーディエンスと会う機会を常に探し求める。 

(iv) スタッフが開発問題に関する ADB の考えや立場を把握できるよう、組織内にお

けるオープンで活発なコミュニケーションを維持する。 

(v) 信頼できる業務記録を維持する。 

(vi) 業務部門のスタッフは、ADB と直接業務上およびビジネス上の関係を有する人々

や組織と強力な関係を維持する。 

 

2. リーダーシップと動機付け 

 

43 ADB のマネジメント各自が、対外広報強化に目に見える形で懸命に取り組むこと

がきわめて重要である。マネジメントは、ADB の対外広報戦略の策定、更新および実施に

重要な役割を果たす。ADB の主要コミュニケーターとして、マネジメント各自は、対外広

報活動に活発に参加し、ドナー国および借入国の意思決定者やオピニオンリーダーを含め、

ADB の主要オーディエンスと強力な関係を築く。 

 

44 多くの ADB スタッフが対外オーディエンスとの積極的（プロアクティブ）な関

わりにあまり前向きではないこと、ならびに対外広報は優先順位の低い業務であるだけで

はなく、リスクを伴うものだという ADB 内に浸透している意識を考えると、マネジメント

が全スタッフに対し対外広報への活発な参加を奨励することが不可欠である。マネジメン

トは、全スタッフが今や自分たちの仕事を公的に説明することが優先課題であることを理

解するようにするものとする。マネジメントとしてもスタッフとのコミュニケーションを

強化し、あらゆるレベルにおいてスタッフと見解を共有し、スタッフからのフィードバッ

クを求めるものとする。 
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3. ターゲット・オーディエンス 

 

45 ADB は、さまざまなオーディエンスと協力し、彼らに影響を及ぼすよう努める（囲

み 1）。これらオーディエンスひとりひとりが ADB にとって重要であり、かつ ADB の有効

性に貢献できる。ADB が大半の業務を行っている開発途上加盟国は、日常業務におけるもっ

とも重要なパートナーである。ADB が長期的目標を達成しようとするなら、これらの国の

意思決定者やオピニオンリーダーと強力な関係を築くことがきわめて重要である。駐在員

事務所は、こうした関係を開発・維持する上で中心的な役割を果たすだろう。ドナー国、

他の開発機関ならびに市民社会の意思決定者やオピニオンリーダーを含む他のオーディエ

ンスとの信頼できる関係が、ADB の業務とその有効性の向上に不可欠である（第 9～14 項

を参照のこと）。 

 

46 資源は常に限られているであろうから、ADB はオーディエンスの優先順位付けを

行わなければならない。開発途上加盟諸国のさまざまな意思決定者やオピニオンリーダーと

は既に緊密な協力関係ができているので、この戦略では、主としてドナー国の新たなオーディ

エンスへの働きかけを重視する。オーディエンスの優先順位付けは、以下の基準に基づく。 

(i) 意思決定者に対する影響力のレベル。ADB の業務は、大臣、国会議員、国の行政

官をはじめさまざまな意思決定者の影響を受ける。ターゲット・オーディエンス

は、これらの意思決定者の考え方に与える影響力に基づいて選出される。 

(ii) 間接的なターゲット・オーディエンスへの伝達経路としての役割。ADB について

の情報や意見は、多くの当事者によって表明され、次いでより広範なオーディエ

ンスに伝達される。ADB は、戦略によって直接の対象にはされていないオーディ

エンスにも ADB のメッセージが届くような関係を構築する。 

 

47 開発途上加盟国のオーディエンスとの関係を強化することは、今後も、被影響住

民の連絡窓口となり、具体的な業務に直接関与・関係する市民社会団体とのパートナーシッ

プ構築を担当する ADB の業務諸部門の責務となる。NGO センターは、市民社会全般との

関係樹立と維持を担う。 

 

48 ADB にとって一般市民と接触を持つことは重要ではあるが、本戦略は、ドナー国

や開発途上加盟国の一般市民あるいは民間セクターを直接の対象とするものではない。
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ADB の一般市民との関わりは、あくまで間接的なものであることに変わりない。11 

 

4. ターゲット・オーディエンスへの到達アプローチ 

49 ターゲット・オーディエンスと強力で持続的な関係を築くには、一貫した個人的

な交流と広報資料だけでなく実質的情報の定期的な交換が必要だろう。そのような関係を

樹立するには時間と費用が必要である。とりわけ ADB は、国際的なメディアの中心でもな

く、研究の中心でもないマニラに本部があるので、なおさらである。関係は、視察で訪れ

るマネジメントや上級スタッフ、および代表事務所によって構築、育成されるだろう。 

 

50 ADB は、一流メディアとの関係を強化する。マネジメントやスタッフの放送メ

ディアへの出演を増やすとともに、ターゲット・オーディエンスに影響力を持つ新聞、雑

誌およびテレビニュース番組で ADB の研究や業務への言及回数を増やすよう努力する。

ADB は、オピニオンリーダーの ADB に関する情報源について定期的に調査を行い、それに

従って対象メディアの選定をより精密化する。 

 

51 対外広報は、欧州、日本および北米の代表事務所の重要な機能となる。これらの

代表事務所は、メディアやオピニオンリーダーとの関係を強化し、開発問題に関する ADB

の見解や情報を広め、開発に関する公開討論や論議に参加するよう努める。 

 

52 マネジメントとスタッフは、会議、セミナー、その他 ADB 内外のイベントで引

き続き ADB のメッセージと業務を宣伝する。12 大きな効果を上げるために、より焦点を

絞ったアウトリーチ戦略を順次導入する。 

 

5. 主要コミュニケーター 

53 外部アウトリーチ活動に利用できる資源は限定されているため、ADB は、ADB

の主要コミュニケーターとADBが対象とする具体的なオーディエンスを明確に特定する必

要がある。総裁と副総裁は ADB のもっとも目に見えるコミュニケーターであり、個人的な

                                                           
11 メディアやその他オピニオンリーダーを通じて一般市民に届く情報は、オピニオンリーダー

の個人的認識や見解によって影響を受けることが認められている。 
12 ADB は現在、アウトリーチ活動の追跡と計画立案を改善すべく、外部イベントの電子登録の

開発を進めている。 
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交流、ハイレベル・フォーラムでのスピーチ、一流メディアとのインタビューや意見記事

を通じて、ターゲット・オーディエンスの中で ADBの認知度を引き上げる努力を主導する。

チーフ・エコノミストやその他部局の長—駐在員事務所や代表事務所の上級スタッフを含

む—も外部オーディエンスと活発にコミュニケーションを図る。 

 

54 さらに、ADB スタッフの中の専門家は、市場性の高い具体的な研究を行った場合

には特に、個人的な交流や会議でのスピーチ、メディアとのインタビュー、専門分野にお

ける意見記事を通じてネットワークを構築する。 

 

B. 情報の開示 

 

55 本政策は、ADB が作成するまたは作成を依頼する文書の開示要件を定める。但し、

そうした文書作成の要件を定めるものではない。ADB の他の政策への言及は、本政策を通

じてなされる。ADB の他の政策への言及は、ADB が随時改訂する政策も含む。本政策の発

効日以降に ADB が策定または改正した政策や戦略は、その政策または戦略に基づいて作成

されるよう求められる文書およびその他情報についての開示要件を明確に表現するものと

する。かかる開示要件は、本政策に定められた一般原則と一致していなければならない。 

 

1. 翻訳 

 

56 英語が ADB の常用語である。13 しかし、ADB が支援する活動について、ADB

の株主やその他ステークホルダーの参加や理解・支持を促すために、文書その他情報を英

語以外の言語に翻訳する必要が生じることも多い。ADB は、外部のステークホルダーと相

談して、ADB はその業務に関連した文書に対する翻訳の枠組みを定めるものとする。 

 

57 ADB は、業務上の必要に応じて、翻訳を行う。かかる翻訳には、(i) ADB の全般的

な業務、政策および戦略的思考を取り扱い、広範な国際的オーディエンスを対象として作成

された情報、(ii) 特に被影響住民との公開協議用の情報（第 74 項を参照）、(iii) 特定の国、プ

ロジェクト、プログラムに関連する情報、および (iv) ウェブサイト用の情報が含まれる。 

58 翻訳を行う基準は、関係オーディエンスの識字レベル、そのオーディエンスに知

                                                           
13
『アジア開発銀行を設立する協定』、（1966 年発効）第 39 条第 1 項 
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られている言語、翻訳の代替策、翻訳に要する時間、およびコストを含む。 

 

2. ADB の業務に関連する情報 

 

59 ADB は、借入人および民間セクター・プロジェクトのスポンサーと緊密に協力し

て開発活動を準備し、実施する。そうするに当たって、ADB は、借入人およびスポンサー

に対し、ADB が支援する業務に関する情報開示支持の前提について通知する。以下の文書

を、必要に応じてそれぞれの借入人または民間セクターのスポンサーと協議後、開示の例

外に関するセクション（第 123～130 項）において、特定された期間に応じて公に利用可能

なものとする。 

 

a. 国別および地域プログラミング 

 

i. 戦略・プログラムのアセスメント 

 

60 ADB は、国別戦略・プログラム（CSP）および地域協力戦略・プログラム（RCSP）

文書の作成についてアセスメント研究を行う。そうした戦略・プログラムのアセスメント

には、貧困分析、経済分析、テーマ別分析（ジェンダー、ガバナンス、環境および民間セ

クター）ならびにセクター別アセスメントが含まれる。アセスメントは、それらが非政府

ステークホルダーと協議して作成される場合は、草案の形で国内のステークホルダーに利

用可能なものとなる。ADB は、戦略・プログラムのアセスメントを完了次第、公に利用可

能にするものとする。 

 

ii. 戦略・プログラム 

 

61 CSP は、当該国との合意に従い、ADB の中期開発戦略および業務プログラムを定

める。ADB の援助を受ける予定のプロジェクトのコンセプト・ペーパーは CSP に含まれる。

改訂 CSP（CSPU）は、CSP の継続的関連性を考慮し、その実施を説明して、今後 3 年間の

業務プログラムを定める。 

 

62 同様に、RCSP は、準地域レベルにおける ADB の援助案の理論的根拠を示す。

RCSP は、ADB の援助が国の目的や戦略とどのように補完するのかを明らかにし、地域プ

ロジェクト案のコンセプト・ペーパーを含む。改訂 RCSP（RCSPU）は、毎年作成される。 
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63 ADB は、翌年中に作成予定の新しい戦略・プログラム・リストを維持し、順次公

表する。 

 

64 ステークホルダーとの必要な協議を促進し、14 彼らが自国および／または地域の

戦略・プログラム草案に貢献できるようにするため、ADB は、協議に先駆けて、国内のス

テークホルダーに対し、コメントができるように戦略・プログラム草案を公表する。草案

は、(i) 提案文書の完了後、および (ii) 戦略・プログラムが起草された後で、しかもそのマ

ネジメントによる検討会議前に利用可能とされるものとする。 

 

65 ADB は、戦略・プログラム、ならびに戦略・プログラムに関する各理事会の議論

の議長要約を、理事会によって承認され次第、公に利用可能にするものとする。当該国で

英語が広く使用されていない場合は、ADB はいかなる新しい国別戦略・プログラム（また

はその改訂 CSP）であれ、理事会による承認から 90 日以内に広く理解される言語に翻訳す

るものとする。 

 

b. 政策、戦略および業務手続き 

 

66 ADB は、セーフガード政策ならびにセクター別およびテーマ別戦略の策定および

レビュー中に株主およびその他利害関係のある個人や団体の活発な参加を求める。ADB は、

今後 12 カ月間に策定またはレビューされる予定のセーフガード政策ならびにセクター別お

よびテーマ別戦略のリストを順次、公に利用可能にするものとする。リストへの項目の追

加は、かかる策定やレビュー用のコンセプト・ペーパーがマネジメントによって承認され

た後に行われる。ADB は、予想される外部オーディエンスとの直接会合を含め、協議の計

画を、かかる計画が完了次第、公に利用可能にするものとする。ADB は、政策または戦略

ペーパーの少なくとも 1 草案を協議用に公に利用可能にするものとする。その他の政策お

よび戦略—たとえば、情報公開政策、貧困削減戦略、説明責任体制—について、ADB マネ

ジメントは、それらも本項の要件に準拠すると決定することができる。 

 

67 ADB は、すべての ADB の政策または戦略ペーパーを、理事会またはマネジメン

トのいずれかに 終的に承認され次第直ちに、公に利用可能にするものとする。理事会の

                                                           
14 2001 年 ADB 発行『再編された ADB のビジネスプロセス』、マニラ：付録 2：2-4 および付録

4：2。 
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正式な会合において理事会によって討議された各政策および戦略については、ADB は、政

策または戦略ペーパーが開示されると同時に、議長要約を公に利用可能にするものとする。 

 

68 ADB は、国別および地域プログラム作成およびプロジェクト処理に関する政策お

よび手続きを公に利用可能にするものとする。この中には、『業務マニュアル（ADB の政策

および業務手続き）』および『再編成された ADB のビジネスプロセス』が含まれる。ADB

はまた、プロジェクト管理説明書、ADB の業務に関するスタッフ・ガイドラインおよびハ

ンドブックを公に利用可能にするものとする。 

 

c. プロジェクトおよびプログラム 

 

i. プロジェクトまたはプログラム情報文書（PID） 

 

69 ADB は、プロジェクトまたはプログラムの簡単な事実要約を示すプロジェクトま

たはプログラム情報文書（PID）を公に利用可能にするものとする。公共および民間セク

ター・プロジェクトの PID は、(i) プロジェクト名、(ii) セクター別、テーマ別、対象別分

類、(iii) プロジェクト／プログラム番号、(iv) 援助の種類または様式、(v)場所および地理

的範囲、(vi) 概要、(vii) 予期される開発インパクトを含む目的および範囲、(viii) コストお

よび資金調達計画（公共セクター・プロジェクトのみ）、(ix) 実施機関またはプロジェクト・

スポンサー、(x) 割り当てられた環境上および社会的セーフガード審査カテゴリー、(xi) 環

境および社会問題の要約、(xii) 国情、(xiii) 実施されたまたは計画された協議、(xiv) ADB

の担当部署、担当官、(xv) プロジェクト・コンセプト・ペーパーまたは民間セクター・プ

ロジェクト・コンセプト・クリアランス・ペーパーの承認日、(xvi) PID 作成日および 新

の改訂日、(xvii) 作成されたまたは作成される予定のフィージビリティおよび技術文書のリ

スト、(xviii) 審査承認および理事会審議の予想日程を含め、援助の企画、処理および実施

の予定表を含むものとする。PID は、順次進行しているので、初期の PID が公表される時に

は、項目(viii)、(x)、(xi)、(xiii) および (xvii) の情報は含まれていなくてもよい。これらは

当該情報が入手可能となった時点で盛り込まれるものとする。 

 

ii. 公共セクターPID 

 

70 ADB は、公共セクター・プロジェクトまたはプログラムの初期 PID を、プロジェ

クトまたはプログラムの準備作業が開始され次第、当該プロジェクトまたはプログラムの
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コンセプト・ペーパーの承認後 30 暦日以内に、公に利用可能にするものとする。公共セク

ター貸付プロジェクトの準備中に、プロジェクトのパフォーマンス評価の基盤となるプロ

ジェクトの設計およびモニタリングの枠組みを策定する。ADB は、プロジェクトまたはプ

ログラムの審査前に、設計およびモニタリングの枠組みを PID に含めるものとする。 

 

71 ADB は、プロジェクトまたはプログラムの準備・処理中に四半期に 1 度 PID の

更新を行い、プロジェクトの状況を反映させるものとする。実施中に、ADB は、プロジェ

クト・パフォーマンス管理システムを通じて、公共セクター貸付および技術援助プロジェ

クトをモニターする。ADB は、実施中、四半期に 1 度 PID を更新し、活動と問題点、開発

目的と契約の状況、および貸付金の利用状況を反映させる。 

 

72 ADB が公共セクター・プロジェクトまたはプログラムへの関与を終了する場合に

は、対応する PID に終了の理由を明記した説明を含めるものとする。ADB は、終了したプ

ロジェクトの PID を、終了後 6 カ月間は公に利用可能にするものとする。 

 

iii. 民間セクターPID 

 

73 ADB が、民間セクター・プロジェクトの理事会への提出予定を決定した後、理事

会による審査が行われる日の 30 暦日前までに、当該プロジェクトの初期 PID を公に利用可

能にするものとする。理事会審査の少なくとも 120 暦日前までに環境インパクト・アセス

メントの概要または初期環境調査の概要を公に利用可能とすることを環境政策によって義

務付けられている環境配慮が必要なプロジェクトについては、15 ADB は、民間セクターPID

を理事会審査の少なくとも 120 暦日前までに公に利用可能にするものとする。プロジェク

トの準備、処理および実施の進行にともない、ADB は、四半期に 1 度 PID を更新して、活

動、開発目的の状況、および、もしあれば、プロジェクトに関する重大な変更を反映する

ようにするものとする。ADB が民間セクター・プロジェクトへの関与を終了する場合には、

対応する PID に ADB の関与が終了した説明を含めるものとする。ADB は、終了したプロ

ジェクトの PID を、終了後 6 カ月間は公に利用可能にするものとする。 

 

                                                           
15 環境アセスメント報告書作成の ADB の要件については、2002 年 ADB 発行『環境政策』、マ

ニラを参照のこと。 
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iv. 被影響住民を対象とする情報 

 

74 被影響住民およびその他の個人や団体との対話を促進するために、準備中の公共

または民間セクター・プロジェクトまたはプログラムについての情報（社会および環境問

題を含む）を被影響住民が利用できるようにするものとする。ADB は、情報が提供されて

プロジェクトの計画案に関するフィードバックが求められ、被影響住民と定期的に連絡す

るためのフォーカルポイントが指定されることを確保するため、借入人またはプロジェク

トのスポンサーと緊密に協力するものとする。これは、被影響住民の意見がプロジェクト

の計画において十分に検討され得るよう、プロジェクト準備の早い段階で開始するべきで

あり、プロジェクトまたはプログラムの準備、処理および実施の各段階で継続するべきで

ある。ADB は、プロジェクトまたはプログラムの計画は、実施中にステークホルダーの

フィードバックが反映されることを保証するものとする。ADB は、プロジェクト範囲の重

要な変更についての関連情報が被影響住民と共有されることも保証するものとする。 

 

75 第 74 項の要件を支援するために、開発途上加盟諸国の政府および ADB は、とり

わけ一般市民の関心が高いと思われる特定のプロジェクトおよびプログラムのコミュニ

ケーション・プランを共同で作成することができる。かかるプランは、たとえば、被影響

住民との対話に関与し、経済改革や法律改革に関する情報への一般市民のアクセスを拡充

し、各国政府やプロジェクトのスポンサーが ADB の支援する活動の計画・実施に被影響住

民を関与させるのを助け、開発プロセスへの一般民衆および市民社会団体の関与を増大す

る方法を提言することができるだろう。16 

 

76 民間セクターの主体および実施機関は、能力のそれぞれ異なる多種多様なグループ

であり、ADB は一般に柔軟性をもって彼らに対処している。ADB の民間セクター投資に対す

る環境上および社会的セーフガード要件は、通常、公共セクターに対するものと同一である。

ADB のセーフガード政策は、民間セクターのスポンサーに対しプロジェクトの社会的および

環境上のインパクトを評価し、管理し、モニターし、開示することを義務付けている。その

中には、民間セクターのスポンサーによる被影響住民との早期関与、およびかかるコミュニ

                                                           
16 コミュニケーション・プランは、情報共有の目的、形態（言語を含む）、方法およびタイミン

グ、ステークホルダー、ならびに中心問題を明らかにする。プランにはまた、反応やインプット

を組み込むプロセスや、それらのインプットの活用についての報告のプロセスが含まれるだろう。

コミュニケーション・プランの中には、プロジェクト情報センターの開発を求めるものもあろう。

該当する場合は、そのようなセンターの説明および資金調達計画がプロジェクト案に含まれよう。 
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ティへの関連プロジェクト情報の理解しやすく、入手・利用しやすい方法でのタイムリーな

普及についての要件が含まれる。この目的のため、プロジェクトのスポンサーは、審査前に、

被影響住民とどのように関与する意向かを ADB に通知するものとする。 

 

v. 環境アセスメント 

 

77 環境政策に基づく要件に従い、ADB は、カテゴリーA プロジェクトについては環

境インパクト・アセスメントの要約または環境の影響を受けやすいと見なされるカテゴ

リーB プロジェクトについては初期環境調査の要約を、(i) ADB 理事会による貸付検討、(ii) 

カテゴリーA サブプロジェクトまたは環境配慮が必要と見なされるカテゴリーB サブプロ

ジェクトの承認、または (iii) 該当する場合には、プロジェクト範囲の重要な変更の承認の、

それぞれ少なくとも 120 暦日前に、公に利用可能にするものとする。17 ADB は、要求があ

り次第、環境インパクト・アセスメントおよび初期環境調査の全文を、関係当事者に利用

可能にするものとする。 

 

78 借入人または民間セクターのスポンサーは、環境政策に基づく要求に従って、プ

ロジェクトの環境問題に関する関連情報を、プロジェクトの影響を受ける団体や地元 NGO

との協議前または協議中に、被影響住民に対し利用可能にするものとする。18 カテゴリー

A プロジェクトについては、かかる情報が次の 2 通りの機会に被影響住民に利用可能である

ことを、借入人または民間セクターのスポンサーは保証するものとする：(i) 環境インパク

ト・アセスメントの現地調査の早い段階、ならびに (ii) 環境インパクト・アセスメント報

告書案が入手可能なときおよび審査前。 

 

79 金融仲介機関への投資またはサブプロジェクトの信用供与枠に関連し、かつ環境

政策に基づき環境管理システムを必要とする公共セクター・プロジェクトまたはプログラ

ムについては、かかるプロジェクトまたはプログラムの RRP には、環境管理システムの説

明を含めるものとする。 

 

                                                           
17 プロジェクト範囲の重要な変更は、プロジェクト管理説明書のセクション 5.04 の下で発生す

る。 
18 環境政策第 63 項を参照のこと。 
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vi. 移住計画立案文書 

 

80 借入人または民間セクターのスポンサーは、業務マニュアルの非自発的移住に関

するセクション F2/BP に従い、以下を被影響住民に利用可能にするものとする。19 

(i) 審査前—移住計画案 

(ii) 終移住計画完了後—当該移住計画、および 

(iii) 詳細な技術設計の結果あるいはプログラムまたはプロジェクト範囲の変更の

結果としての移住計画の修正後20—修正された移住計画。 

 

81 第 80 項に明記された文書からの情報は、現地語でパンフレット、チラシまたは

小冊子を作成して利用可能にすることができる。非識字者に対しては、他のコミュニケー

ション方法が適切であろう。 

 

82 ADB は、以下を公に利用可能にするものとする。 

(i) 審査前—移住計画案またはフレームワーク（あるいは両方） 

(ii) 終移住計画を受理次第— 終移住計画、および 

(iii) 修正された移住計画を受理次第—修正された移住計画。 

 

vii. 先住民計画立案文書 

 

83 借入人または民間セクターのスポンサーは、以下を先住民／少数民族である被影

響住民に利用可能にするものとする。 

(i) 審査前—先住民開発計画案 

(ii) 終先住民開発計画完了後—当該先住民開発計画、および 

(iii) 詳細な技術設計の結果あるいはプログラムまたはプロジェクト範囲の変更の

結果としての先住民計画の修正後21—修正された先住民開発計画。 

 

84 第 83 項に明記された文書からの情報は、現地語でパンフレット、チラシまたは

                                                           
19 業務マニュアルのセクション F2/BP の脚注３を参照のこと。業務マニュアルの非自発的移住

に関するセクション F2/BP に基づく被影響住民とは、プロジェクトにおけるすべての被影響住

民の一部であることもある。 
20 計画またはフレームワークの普及は、範囲の変更によって影響を受ける住民のみを対象とする。 
21 計画またはフレームワークの普及は、範囲の変更によって影響を受ける住民のみを対象とする。 
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小冊子を作成して利用可能にすることができる。非識字者に対しては、他のコミュニケー

ション方法が適切であろう。 

 

85 ADB は以下を公に利用可能にするものとする。 

(i) 審査前—先住民開発計画案またはフレームワーク（あるいは両方） 

(ii) 終先住民開発計画を受理次第— 終先住民開発計画、および 

(iii) 修正された先住民開発計画を受理次第—修正された先住民開発計画。 

 

viii. ビジネスオポチュニティの一覧 

 

86 ADB は、発掘から理事会による承認に至るまで、ADB の資金調達の準備が進め

られている各公共セクター・プロジェクトのビジネスオポチュニティの一覧を公に利用可

能にするものとする。ADB はまた、執行機関によって出される調達通知および契約の締結

も、公に利用可能にするものとする。 

 

ix. 初期の貧困および社会アセスメント 

 

87 初期の貧困および社会アセスメントは、すべての投資プロジェクトおよびプログ

ラムに対して行われ、プロジェクトによって好影響または悪影響を受ける住民を明らかに

する。ADB は、アセスメントを完了次第、公に利用可能にするものとする。 

 

x. 技術援助報告書 

 

88 技術援助報告書は、技術援助プロジェクトの資金調達のための提言である。ADB

は、すべての技術援助報告書を、関係当局（理事会、総裁または副総裁）によって承認さ

れ次第直ちに、公に利用可能にするものとする。 

 

xi. 技術援助の下で作成される文書 

 

89 技術援助プロジェクトは、フィージビリティ・スタディ、詳細なプロジェクト設

計、セクター別レビュー、コンサルタントによるその他報告書など、一定の報告書の作成

を必要とする。ADB は、技術援助から作成された 終報告書を、完了次第、公に利用可能

にするものとする。各国が慎重を期する問題に助言型技術援助を通じて ADB の助言をます
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ます求めるようになってきている事実にかんがみ、ADB は、当該政府に対し、助言型技術

援助の下で作成される 終報告書の開示に反対を唱える機会を与えるものとする。22 ADB

が、技術援助の下で作成された国別報告書の草案を、協議での議論や開発パートナーシッ

プを促進する上で、あるいはプロジェクト設計に関する意見を募る上で必要であると判断

した場合は、ADB はかかる国別報告書の草案またはその一部を当該国の国内ステークホル

ダーに公表することができる。 

 

xii. 総裁の報告と勧告 

 

90 総裁の報告と勧告（RRP）は、承認を得るために理事会に提出される ADB が支

援するプロジェクトおよびプログラムの決定書である。ADB は、公共セクターRRP を、理

事会によって承認され次第直ちに、公に利用可能にするものとする。ADB は、民間セクター

RRP の簡略版を、理事会によって承認され次第直ちに、公に利用可能にするものとする。

この簡略版では、機密情報およびプロジェクトまたは取引リスクに関する ADB による評価

は除外する。 

 

xiii. プロジェクト管理覚書 

 

91 各公共セクター貸付プロジェクトまたはプログラムのプロジェクト管理覚書は、

借入人、執行機関、実施機関および ADB がプロジェクトを管理する上で不可欠な情報を含

む。ADB は、プロジェクト管理覚書が承認され次第、公に利用可能にするものとする。 

 

xiv. 社会および環境モニタリング報告書 

 

92 貸付契約には、プロジェクトまたはプログラム進行中に特定の社会または環境報

告書の作成を要求するものもある。ADB は、環境および社会モニタリング報告書を、ADB

に提出され次第、公に利用可能にするものとする。ADB は、民間セクターのスポンサーに

対し、環境および社会モニタリング報告書を被影響住民に利用可能にするよう義務付ける

ものとする。ADB は、現地において被影響住民に開示された環境および社会モニタリング

報告書を、ADB に提出され次第、公に利用可能にするものとする。 

                                                           
22 本政策の開示支持の前提に従い、かかる文書の編集または保留は、第 126 項または 127 項に

列挙されている例外に基づくもののみとする。 
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xv. プロジェクトおよびプログラム範囲の変更 

 

93 ADB は、プロジェクトまたはプログラム範囲の重要な変更に関連する、理事会に

提出された文書を、かかる変更が承認され次第、公に利用可能にするものとする。 

 

xvi. トランシュのリリースに関する経過報告書 

 

94 ADB は、マルチトランシュ・公共セクター・プログラム貸付業務のトランシュの

リリースに関する経過報告書を、理事会またはマネジメントによって承認され次第、公に

利用可能にするものとする。 

 

xvii. プロジェクト、技術援助およびプログラム完了報告書 

 

95 ADB は、プロジェクト、技術援助およびプログラム完了報告書を、理事会に回覧

次第、公に利用可能にするものとする。民間セクター・プロジェクトの完了報告書は、そ

の開発目的の達成に関して報告するものである。 

 

d. 戦略・プログラムおよびプロジェクトに関連するその他情報 

 

i. 業務評価 

 

96 ADB は、その年に計画されている業務評価のリストを前年の 12 月に公に利用可

能にするものとする。評価の選択基準も公に利用可能にされるものとする。 

 

97 ADB は、定期的に以下の報告書を作成する：プロジェクト／プログラム業績監査

報告書、技術援助業績監査報告書、インパクト評価研究、国別援助プログラム評価、セク

ター別援助プログラム評価、特別評価研究。ADB は、かかる評価報告書を、マネジメント

および理事会に回覧次第、公に利用可能にするものとする。報告書が開発効果委員会（DEC）

によって議論される場合は、ADB は、DEC 委員長の要約を、議論から 2 週間以内に、公に

利用可能にするものとする。ADB はまた、マネジメントまたは業務評価局によって提出さ

れる回答がある場合は、それらの完了次第、公に利用可能にするものとする。 

 

98 ADB はまた、年次評価報告書も作成する。評価活動の年次レビューは、業務評価
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局の業績評価活動と結果を要約する。貸付および技術ポートフォリオ・パフォーマンスに

関する年次報告書は、特定の年の ADB のポートフォリオ・パフォーマンスを評価するもの

である。ADB は、かかる年次評価報告書を、DEC によって議論され次第、公に利用可能に

するものとする。 

 

ii. 協調融資情報 

 

99 ADB は、商業的な協調融資を必要とする公共セクター・プロジェクトの四半期毎

の要約を、各四半期に公に利用可能にするものとする。ADB は、正式な協調融資に関する

情報—一定の技術援助や投資プロジェクトの主要な条件など—を、各技術援助報告書また

は RRP の中で利用可能にするものとする。ADB は、協調融資者が反対しない限り、かかる

正式な協調融資のための法的契約および金融契約を、請求があれば利用可能にするものと

する。ADB は、協調融資者が反対しない限り、ADB と二国間または多国間協調融資者との

間のチャネル・ファイナンシング協定を、署名後、公に利用可能にするものとする。商業

的な協調融資契約は、公に利用可能にはされない。 

 

iii. 汚職防止情報 

 

100 ADB は、業務における不正行為や汚職の申し立てを定期的に調査する。ADB は、

不正行為や汚職の調査結果に関連する統計情報を公に利用可能にするものとする。加えて、

監査から提起された重要な勧告や課題を ADB の『年次報告』に盛り込むこととする。ADB

の汚職防止政策に従い、23ADB は、調査対象者の身元および参加不適格者の氏名を含め、

調査結果を ADB の加盟諸国政府と共有することができる。 

 

iv. 公共セクター・プロジェクトおよびプログラムの法的契約 

 

101 1995年 1月 1日以前にADBによって締結された公共セクター貸付契約、プロジェ

クト契約およびそれらの修正については、ADB は、かかる文書を利用可能にする前に、当

該国政府の同意を求めるものとする。ADB が同意を求めてから 30 暦日以内に当該政府から

かかる文書の開示に対し反対の旨の通知が ADB にない限り、ADB は、契約請求から 60 日

                                                           
23 1998 年 ADB 発行『汚職防止』、マニラ。 
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以内に請求者にかかる契約を利用可能にするものとする。 

 

102 ADB は、1995 年 1 月 1 日から本政策の発効日までに ADB によって締結された公

共セクター貸付契約、プロジェクト契約およびそれらの修正を、請求があれば、かかる契

約および修正の交渉時に当該政府によって機密と指定されたかかる契約および修正に含ま

れている機密情報を削除後、利用可能にするものとする。 

 

103 ADB は本政策の発効日以降に ADB によって締結された公共セクター貸付契約、

アジア開発基金（ADF）無償資金協力契約およびプロジェクト契約を、関連 RRP とともに

同時に公に利用可能にするものとする。ADB は機密情報を削除後、かかる契約を公に利用

可能にするものとする。修正がある場合には、ADB は、かかる修正を、その発効から 2 週

間以内に、公に利用可能にするものとする。 

 

v. 民間セクター・プロジェクトの法的契約 

 

104 ADB は、ADB によって締結された民間セクターの法的契約またはかかる契約の

修正については、公に利用可能とはしない。 

 

3. その他情報 

 

a. パフォーマンスに基づくアジア開発基金資金の配分 

 

105 ADF 資金の借入資格は、ADB の卒業政策によって判断される。24 適格国につい

ては、パフォーマンスに基づく配分政策に基づき、配分の指針となる原則と基準が定めら

れる。25 ADB は、ADF 資金を利用する各国に関し、数値によるパフォーマンスの格付け

を、国別パフォーマンス評価に関する年次報告書に公表する。国別政策および組織制度ア

セスメントのガイドラインも公に利用可能にされるものとする。 

 

                                                           
24 1998 年 ADB 発行『アジア開発銀行の開発途上加盟国の卒業政策』、マニラ。 
25 2004 年 ADB 発行『パフォーマンスに基づくアジア開発基金資源の配分に関する政策』、マニ

ラ。 
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b. 経済データおよびリサーチ 

 

106 ADB は、経済・社会データ、分析および予測を掲載する『年次報告』ならびに『ア

ジア開発展望』、『改訂アジア開発展望』、および『主要指標』を公に利用可能にするものと

する。 

 

107 ADB はまた、研究、報告および分析を掲載するオンライン書籍、会議論文、定期

刊行物、報告書、調査報告、技術概要を広範囲に網羅するカタログを公に利用可能にする。 

 

c. 経営管理その他情報 

 

108 ADB は、以下の文書を公に利用可能にするものとする。 

(i) アジア開発銀行を設立する協定 

(ii) ADB 定款 

(iii) アジア開発銀行総務会手続き規則 

(iv) アジア開発銀行理事会手続き規則、および 

(v) アジア開発銀行本部に関するアジア開発銀行およびフィリピン共和国政府間

の協定。 

 

109 ADB は、以下の情報を公に利用可能にするものとする。 

(i) ADB の加盟国、応募済資本、議決権 

(ii) 総務会メンバー 

(iii) 理事会メンバーおよび議決グループ 

(iv) 理事会委員会および委員 

(v) ADB のマネジメントおよび上級スタッフ 

(vi) ADB 組織機構、および 

(vii) 上記の各連絡先情報。 

 

110 ADB は、加盟国の分類を、理事会によって承認され次第、公に利用可能にするも

のとする。 

 

111 ADB は、各会計年度の業務計画および予算枠組みを、理事会による議論が行われ

次第、公に利用可能にするものとする。 
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112 ADB は、総務会による決定や総務の演説を含め、ADB の年次会合の議事要約を、

かかる各年次会合の 60 暦日以内に、公に利用可能にするものとする。ADB はまた、郵便投

票による総務会の決定も、請求があれば利用可能にするものとする。 

 

113 ADB は、(i) 3 週間先までの理事会の仮日程と議題を順次公に利用可能にし、(ii) 理

事会の各定期会合の議事録を、理事会が議事録を承認次第かつ理事会の会合から 60 暦日以

内に、公に利用可能にするものとする。 

 

114 理事会は、理事会委員会の理事会に対する報告を、委員会がその旨勧告し、理事

会が承認する場合は、公に利用可能にするものとする。 

 

d. 財務情報 

 

115 ADB は、通常資本財源、アジア開発基金、技術援助特別基金、日本特別基金、そ

の他設置される基金の監査済み財務諸表を、総務会の年次会合前に、公に利用可能にする

ものとする。 

 

116 以下を、理事会によって承認され次第、公に利用可能にするものとする。 

(i) 各特別基金の財務データを含め、ADB の通常資本財源および特別基金に関す

るマネジメントによる議論および分析 

(ii) 四半期財務諸表要約 

(iii) 開発途上加盟諸国のローン・サービシングに関する年次報告、および 

(iv) ADB の各会計年度予算。 

 

117 当該金融市場を規定する法律または規則によって、公募に関する文書を政府機関

に届け出ることが義務付けられている場合は、ADB は、かかる文書を公に利用可能にする

ものとする。 

 

e. 雇用情報 

 

118 ADB は、(i) ADB の基本的給与体系、マネジメントおよびスタッフの給与水準お

よび給付金の決定法、ならびに(ii) スタッフの募集、配置、配置転換および保持における

ADB の一般的目的および戦略を、公に利用可能にするものとする。ADB はまた、スタッフ
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募集のための職務記述書を、欠員補充予定日の少なくとも 2 週間前に、公に利用可能にす

るものとする。ADB の調停委員会の各決定は、かかる決定の発表があり次第、公に利用可

能にされるものとする。 

 

f. ADB の説明責任体制の下で作成される情報26 

 

i. 協議フェーズ 

 

119 特別プロジェクト推進役（SPF）は、以下の情報および文書を、以下に示す関係

当事者の合意時に、合意に従い、公に利用可能にするものとする。 

(i) 苦情申立書—SPF が苦情の適格性を決定次第、苦情申立人の同意に従って 

(ii) 苦情の適格性に関する SPF の決定—SPF が苦情の適格性を決定次第 

(iii) 苦情の概要—苦情申立人が苦情申立書の開示に同意しなかった場合、SPF が苦

情の適格性を決定次第 

(iv) 説明責任体制（2003 年）の協議フェーズのステップ 4 に従い SPF が作成する

レビュー・評価報告書—協議フェーズの第 7 段階の開始時、苦情申立人、政府

および／または民間セクターのスポンサーの同意に従って 

(v) 苦情申立に提起された問題を解決するために SPF および協議プロセスに関与

した関係者によって合意された方策の概要—協議フェーズの第7段階の開始時、

苦情申立人、政府および／または民間セクターのスポンサーの同意に従って 

(vi) 上記(iv)の方策の実施に関する現状報告書—協議プロセスに関与した関係者に

よって合意されたかかる報告書の開示の予定表に従って 

(vii) SPF の 終報告書—関係者への回覧の 7 暦日以内、苦情申立人、政府および／

または民間セクターのスポンサーの同意に従って 

(viii) モニタリング報告書—理事会に回覧次第、苦情申立人、政府および／または民

間セクターのスポンサーの同意に従って 

(ix) SPF の年次報告書—理事会に回覧次第 

 

                                                           
26 2003 年 ADB 発行『監査機能の再検討：新たな説明責任体制の確立』、マニラ。 
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ii. 遵守状況レビューフェーズ 

 

120 遵守状況レビューパネル（CRP）は、遵守状況レビューの請求を受理してから 7

暦日以内に、必要な基本情報とともに、プレスリリースを発表する。27 請求が CRP によ

り適格であると判断された場合は、CRP は、適格性に関する報告書と遵守状況レビューの

許可に関する理事会の決定を、CRP が理事会の決定を受理してから 7 暦日以内に、公に利

用可能にするものとする。CRP はまた、レビューの責任範囲も、CRP がレビューの理事会

による許可を受理してから 14 暦日以内に、公に利用可能にするものとする。CRP は、理事

会の決定および CRP の 終報告書を、マネジメントおよび請求者からの報告案への回答を

添付して、理事会の決定から 7 暦日以内に、公に利用可能にするものとする。CRP は、理

事会によって承認された是正措置の実施に関するモニタリング報告書を、理事会およびそ

の他ステークホルダーに回覧次第、公に利用可能にするものとする。CRP の年次報告書は、

各歴年末から 4 カ月以内に、公に利用可能にされるものとする。 

 

g. アジア開発基金交渉に関連する情報 

 

121 一般に、ADB は、ADF 財源補充および中間レビューの交渉に関連する情報を公

に利用可能にする。ADB は、ドナー会合用の非財務討議資料を、かかる討議資料がドナー

に回覧され次第、公に利用可能にするものとする。ADB は、各会合後、議長要約を公に利

用可能にするものとする。ドナー報告書は、総務会によって承認され次第、公に利用可能

にされるものとする。 

 

h. 理事会に提出されるその他文書 

 

122 ADB は、参考用にまたは承認を得るために理事会に回覧された、本政策には言及

されていない文書を、公に利用可能にするものとする。但し、マネジメントが別途理事会

に通知し、理事会が同意した場合はそのかぎりでない。 

 

                                                           
27 遵守状況審査パネル（CRP）によって開示される文書は、http://www.compliance.adb.org に公

示されている。 
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4. 開示前提の例外 

 

123 第 126 項、127 項および 130 項は、ADB の情報開示支持の前提の例外を定めるも

のである。情報が例外に該当するためにその情報が文書から削除される場合、または本政

策に言及されている文書が公に利用可能とされない場合、削除された情報および／または

文書の言及自体が例外違反にならないかぎり、ADB は、削除された情報および／または文

書への言及を、公に利用可能にするものとする。 

 

124 例外のリストに従い、請求された文書の一部のみ非開示の対象である場合、非開

示の対象外である文書中の情報は、残りの情報から合理的に切り離され得る範囲内におい

て、請求者に伝達されるものとする。 

 

125 ADB が過去の請求に対し既に情報を提供している、あるいは情報を提供できない

理由を通知している場合、ADB には、同一の個人、組織または団体からの同一の主題に関

する繰り返しのまたは不合理な請求に従うまたは対応する義務はないものとする。 

 

a. 現行の情報 

 

126 本政策の他のいかなる条項にも関わらず、以下の情報は公に利用可能とはされない。 

 

1. 理事、理事代理、理事顧問、マネジメント、ADB スタッフおよび ADB コンサルタ

ントへの、または彼らからの内部文書、覚書、その他同様の通信を含め、開示され

ると、率直なアイデアの交換やコミュニケーションが阻害され、よって、ADB の審

議プロセスや意思決定プロセスの完全性が脅かされるか、脅かされる恐れのある内

部情報。 

 

2. 開示されると、とりわけ開発途上加盟諸国との政策協議に関し、率直なアイデアの

交換やコミュニケーションが阻害され、よって、ADB および ADB のメンバーと ADB

が協力する他の主体との間の審議プロセスや意思決定プロセスの完全性が脅かされ

るか、脅かされる恐れのある、ADB および ADB のメンバーと ADB が協力する他の

主体との間の審議プロセスや意思決定プロセスにおいて交換された、または同プロ

セスのために作成された、または同プロセスから得られた情報。 
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3. 開示されると、ADB の関係者との関係が著しく損なわれるか、損なわれる恐れのあ

る、政府または国際機関から内密に入手された情報。 

 

4. スタッフ規則ならびに理事会規則および規定によって認められる範囲を除き、理事、

理事代理、理事顧問、マネジメント、ADB スタッフおよび ADB コンサルタントの

雇用条件、業績評価、個人の医療情報を含む個人の記録、ならびに内部上訴制度や

調査の議事録。 

 

5. ADB の将来の借入予想、業績予想、ADB の資金運用上の個別の投資決定、および

信用評価。 

 

6. 国別信用度および信用格付けの分析。 

 

7. 第 113 項に言及されている会議議事録および第 65 項、67 項に言及されている要約

を除き、理事会の議事録。28 

 

8. 開示されると、当該関係者の商業的利益、財務上の利益、および／または競争上の

地位が著しく損なわれるか、損なわれる恐れのある、関係者によって ADB に提供さ

れた情報。 

 

9. 秘密業務情報。 

 

10. 予想される入札者によって提供された資格付与前の情報、入札、提案または価格見

積を含む、調達プロセスに関連する情報。 

 

11. 開示されると、個人の生命、健康または安全が危険にさらされるか、さらされる恐

れのある情報。 

 

12. 開示されると、司法の運営が著しく損なわれるか、損なわれる恐れのある情報。 

 

                                                           
28 ADB は、正規の ADB の各公式会議の筆記録を作成している。これらは ADB の記録保管所に

保管されている。 
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13. 弁護士と依頼者間の秘密保持特権を条件とする情報、または開示されると、調査に

弊害を及ぼす可能性のある情報。 

 

14. 汚職申立の情報源。 

 

15. 汚職防止政策に基づき、不適格が申し渡された者（ブラックリストに掲載された者）

または調査中の者の氏名。 

 

16. 監査部および ADB の外部監査人によって作成される監査報告書。 

 

17. 開示されると、加盟国の国防または国家安全保障が著しく損なわれるか、損なわれ

る恐れのある情報。 

 

18. 開示されると、加盟国政府の経済運営能力が著しく損なわれるか、損なわれる恐れ

のある財政情報。 

 

19. 開示されると、著作権を含む準拠法に違反することになるか、違反する可能性のあ

る情報。 

 

b. 実績情報 

 

127 ADB は、以下の例外を条件として、発行から 20 年後に、請求があれば、実績情

報を利用可能にするものとする。 

 

1. 弁護士と依頼者間の特権を条件とする情報、または開示されると、調査に弊害を及

ぼす可能性のある情報。 

 

2. 機密扱いとすることを明示的に了解した上で内密に ADB に提供された情報、あるい

は開示されると、ADB の情報を提供した当事者との関係が著しく損なわれるか、損

なわれる恐れのある情報、または法律を犯すか、法的契約に違反する情報。 

 

3. 汚職申立の情報源。 
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4. 汚職防止政策に基づき、望ましくないと宣告された者（ブラックリストに掲載され

た者）または調査を受けている者の氏名。 

 

5. 開示されると、加盟国の国防または国家安全保障が著しく損なわれるか、損なわれ

る恐れのある情報。 

 

6. 開示されると、著作権を含む準拠法に違反するか、違反する可能性のある情報。 

 

7. スタッフ規則ならびに総務会の決議によって認められる範囲を除き、理事、理事代理、

理事顧問、マネジメント、ADB スタッフおよび ADB コンサルタントの雇用条件、業

績評価、個人の医療情報を含む個人の記録、ならびに内部上訴制度や調査の議事録。 

 

8. 業務上の秘密。 

 

9. 開示されると、加盟国政府の経済運営能力が著しく損なわれるか、損なわれる恐れ

のある金融情報。 

 

10. 開示されると、司法の運営が著しく損なわれるか、損なわれる恐れのある情報。 

 

128 発行時に公に利用可能ではなかったが、本政策に基づき作成されていれば公に利

用可能となったであろう情報は、本政策の条件ならびにその例外に従い、ADB の裁量で、

請求があれば利用可能となるものとする。 

 

129 ADB が、情報を開示する公益の方がかかる開示によって生じる可能性のある損害

を上回ると判断する場合、あるいは加盟国が、その国の法律に従って情報の開示を ADB に

求める場合、ADB は、第 126（1）および（2）項ならびに 127 項に挙げられた情報を開示

することができる。ADB はまた、当該情報を開示する公益の方がかかる開示によって生じ

る可能性のある損害を著しく上回ると ADB が判断する場合、あるいは加盟国が、その国の

法律に従って情報の開示を求める場合は、第 126 項に列挙されていない他の情報も開示す

ることができる。29 

                                                           
29 「公益の優先」は、たとえば、重大な公共の安全または環境上のリスクが明らかになる情報

の請求により、誘発されるだろう。 
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130 しかしながら、第 129 項に関わらず、(i) ADB がかかる情報を機密扱いとし、当

事者が同意しない限り、かかる情報を開示しないとその当事者に明確な法的約束をしてい

る場合、または (ii) かかる情報の開示が準拠法によって禁じられている場合、ADB は第 126

項に挙げられた情報を開示してはならない。 

 

VI. 実施取り決め 
 

A. 役割と責務 

 

131 本政策の目的は、ステークホルダーの ADB に対する信頼を高め、ADB と協働す

る能力を向上させることにある。ADB のすべての部局は、本政策を実施することに説明責

任がある。ADB のマネジメントとスタッフの具体的な役割と責務を以下に概説する。 

 

1. マネジメント 

 

132 マネジメントは、外部オーディエンスおよびメディアへの関与を増強することに

よって対外広報を強化し、対外広報活動に活発に参加するようすべてのスタッフに促すと

いう約束を明らかにする。マネジメントは、定期経営委員会の会合を通じて、ADB の対外

広報の手法—優先分野、主要メッセージ、アウトリーチ活動の機会—を規定し、更新する

と共に、 大限の効果を上げられるようその実施を先導し、かつ監視する。マネジメント

は、あらゆるレベルのスタッフがマネジメントの考えと立場を理解するよう、ADB 内のオー

プンで効果的なコミュニケーションを促進する。 

 

2. すべての部局 

 

133 ADB のすべての部局は、本政策を実施する責任がある。ADB の主要なコミュニ

ケーターとして、すべての部局の長は、外部オーディエンスと積極的（プロアクティブ）

にコミュニケーションを図り、ADB の対外広報強化の取り組みに率先して当たり、ADB の

動機と目的に関する理解を広め、ADB に対するステークホルダーの信頼を醸成する。業務

部門のスタッフは、プロジェクト別のステークホルダーとのコミュニケーションを図り、

また開示要件が満たされていることを確保する上で、主要な役割を果たす。彼らは、交流

の機会を持つ公共、民間および非営利セクターの人々が本政策を理解し、また本政策に従っ

て ADB から情報を入手する一般市民の権利を理解するよう努めるものとする。 
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3. 広報室 

 

134 駐在員事務所および代表事務所を含め、ADB のマネジメントおよびすべての部局

が本政策の実施に責任を負うが、広報室（OER）は、本政策の実施と一貫性のある適用に

全責任を負う。対外広報活動に対するよく調整された取り組み方ができるように、代表事

務所の業務を OER に統合する。ADB 内における対外広報の認知度を高め、拡充された責務

を効果的に運営できるように、OER を局に格上げし、マネジメントの周到な指導の下に置

くこととする。利用可能な資源の中で 大限の効果を上げるため、当該局は明確にその役

割を定義し、本政策で議論された新しい戦略指針に基づき、厳密にその職務に優先順位を

付ける。 

 

135 本政策の承認から 3 カ月以内に、OER は、当該戦略の対外広報関連部分の実施を

指導し、実施状況を評価するための詳細な行動計画とモニタリングの枠組みを策定する。 

 

a. 開示 

 

136 OER 内に新設される情報公開・開示ユニット（InfoUnit）は、ADB のすべての部

局に助言と政策の解釈を提供し、本政策の開示要件をモニターする。InfoUnit はまた、業務

部門のスタッフを対象に本政策の開示要件に関する義務的研修を計画・実施し、ADB が本

政策を遵守していることを保証するため、警告システムとスタッフのインセンティブを策

定する。InfoUnit は戦略、プログラムおよびプロジェクトのためのコミュニケーション計画

を策定するため業務部門を支援する。InfoUnit は情報開示諮問委員会（PDAC）の活動を直

接支援し、本政策実施の進捗状況に関するモニタリング報告書を PDAC に提出する（第 151

項を参照）。InfoUnit は、ADB が作成する業務文書リストを定期的に更新し、公に利用可能

な業務文書について一般市民に逐次情報を提供する。また、本政策の要件に従って要求を

追跡するシステムを維持する。 

137 OER のウェブチームは、どのような種類の情報に関心を持っているのかをユーザ

が通知することができ、関連する文書が利用可能となった時に注意を喚起する電子メール

を受け取ることのできる電子メール通知システムを立ち上げ、維持する。 

 

138 OER は、ADB のスタッフ間に開放的な文化を奨励し、積極的（プロアクティブ）

な情報の共有に対するインセンティブを発揮するよう努める。 
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b. 翻訳 

 

139 関心のあるステークホルダーと協議して、InfoUnit は、本政策の承認から 6 カ月

以内に翻訳の枠組みを策定する。翻訳の枠組みは、ADB の常用語である英語以外の言語で

ADB が利用可能な情報の範囲を拡大する方法を概説する。 

 

140 InfoUnit はまた、ADB 内の翻訳作業を調整し、ADB 全体の主要な翻訳業務の記録

を集中管理し、ADB の加盟諸国で使用される言語に堪能な翻訳者のデータベースを維持す

る。InfoUnit は、利用できる翻訳サービスに関する ADB 部局内の認識を高める。 

 

c. 情報公開政策ハンドブック 

 

141 OER は、ADB スタッフが業務情報および文書を公開する上での指針となる手順

を説明したスタッフ用の情報公開政策ハンドブックを作成する。スタッフ・ハンドブック

はマネジメントおよびスタッフに簡単に入手できるようにする。また、本政策を実施する

ため ADB から借入を行う各国政府や民間セクター・プロジェクトのスポンサーの指針とな

るハンドブックも別に作成される予定である。OER は、メディアとのコミュニケーション

を行うに当たっての手順を明確化し、さらに合理化を図るため、メディア・ガイドライン

の改訂も行う。すべてのハンドブックは公に利用可能になる（第 68 項を参照）。 

 

d. 情報公開センターのネットワーク 

 

142 本政策実施の 初の年に、OER は ADB の刊行物保管図書館プログラムの見直し

を行い、ADB の情報公開センターを強化するための戦略を策定する。また、本政策の発効

日から 2 年以内に、情報公開センターの戦略とプログラムが 終的にまとめられる。 

 

143 戦略には、他の国際機関との連携による、ADB の情報センターの設置および／ま

たは情報センターへの参加が盛り込まれるだろう。戦略はまた、ADB の支援活動に関する

情報を普及するため、統括 NGO あるいは上部 NGO のような市民社会団体や非政府研究機

関を活用できる方法についても明らかにする。 
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4. 代表事務所および駐在員事務所 

 

144 代表事務所および駐在員事務所は、ターゲット・オーディエンスに近い存在であ

り、業務および経済に関する専門知識があり、また駐在国や地域に特有な文化やコミュニ

ケーションの実情に精通しているため、ADB についての認識を構築し、高めていく上で「

前線」の役割を果たしている。 

 

145 代表事務所および駐在員事務所の長は、ADB の主要なコミュニケーターであり、

駐在国や地域のメディア、オピニオンリーダー、意思決定者との ADB の交流を拡充・強化

する任務を負う。ADB は、これらの責務を遂行するのに必要な業務上の専門知識、コミュ

ニケーション・スキル、適切な意見を持った個人を任命するべきである。 

 

146 ADB は、駐在員事務所の広報スタッフの数を順次増やしていく。30 広報スタッ

フは、その駐在員事務所や代表事務所の長に専門的なサポートや助言を行い、駐在員事務

所のマネジメント・チームに加わり、駐在員事務所のあらゆる活動を完全に把握する。駐

在員事務所の広報スタッフは、一貫した職務種類と資格を備え、組織的、継続的な訓練を

受ける。 

 

147 駐在員事務所の広報スタッフの主な責務には以下が含まれる：多種多様な公的お

よび私的グループとの関係を確立、育成して、ADB 上級スタッフとの交流を促進する；地

元および国際メディアが ADB の代表者や情報に定期的にアクセスできるようにする；駐在

員事務所のスタッフがこの戦略の開示側面を実行するのを支援する；駐在国の一般市民が

本政策の開示要件を理解できるよう手助けする；ADB にとって関心のある問題の報道につ

いて英語および現地語の、地方、全国および国際ニュースをモニターする。 

 

148 情報共有の一貫性を高め、その利益を 大化するため、代表事務所、駐在員事務

所および OER のすべての広報スタッフで構成する対外広報ネットワークを構築して、定期

的にテレビ会議を開く（年に 1 回は直接の会合を開く）。駐在員事務所の広報スタッフは、

カントリー・ディレクターと OER の二重の報告ラインを持つこととなる。 

 

                                                           
30 現在のところ、20 カ所の ADB 駐在員事務所のうち５カ所にナショナル・オフィサー・レベ

ルの広報スタッフが配備されている（中国、インド、インドネシア、ネパールおよびフィリピン）。 
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149 駐在員事務所と代表事務所は、文書の翻訳を調整し、必要に応じて翻訳の精度を

検討する。 

 

5. 借入人または民間プロジェクトのスポンサー 

 

150 ADB のプロジェクトについて、情報開示の責務の大半は、借入国政府または民間

セクターのスポンサーにある。借入人は、業務部門のスタッフと協力して、プロジェクト

について被影響住民と対話するためのフォーカルポイントをプロジェクト地域内に設ける

（第 74 項）。プロジェクトのフォーカルポイントは、ADB のウェブサイトを活用して、プ

ロジェクト関連情報や当事国関連情報にアクセスし、また現地の文化的に適切な提供メカ

ニズムを利用して関係当事者に当該情報を開示することができる。 

 

6. 情報開示諮問委員会 

 

151 ADB は、本政策の開示要件を解釈し、モニターし、レビューするための監視機関

として、情報開示諮問委員会（PDAC）を設置する。PDAC は、マネジング・ディレクター・

ジェネラル（委員長を務める）、OER 室長、官房長、法務顧問で構成され、総裁の直属とな

る。委員会は、必要に応じて招集され、ADB の他の部局によって却下された情報の請求に

ついて検討する。 

 

152 PDAC は、本政策の開示要素の実施を評価することによって、情報公開政策に関

する年次報告に貢献する（第 162 項）。年次報告は、一般市民に対する情報提供拒否の概要、

ならびに本政策、業務マニュアルあるいは ADB の情報公開を支える組織機構の変更に関す

る提言を含む。 

 

B. 情報取得（アクセス）の手順 

 

1. 積極的（プロアクティブな）開示 

 

153 本政策に公に利用可能として明らかにされている情報の請求は、口頭または書面

で ADB に伝達することができる。しかしながら、第 157 項に概説されている期限は、ADB

が書面で請求を受理した時点から初めて計算され始めるものとする。請求は、情報公開・

開示ユニット（InfoUnit）、駐在員事務所または代表事務所、あるいは業務担当部局に送付す
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ることができる。ADB のスタッフは、文書が ADB のウェブサイトに掲載されており、請求

者が容易にインターネットにアクセスできる状況にある場合は、請求者に関連ウェブ・リ

ンクを参照させることを含め、できるかぎり迅速かつ実際的な方法で公に利用可能な文書

を提供するものとする。31 

 

2. 例外に基づく情報請求 

 

154 本政策の下で公に利用できない情報および文書については、請求は書面で受理さ

れなければならない（電子メール、郵便、インターネットのフィードバック・フォーム、

またはファックス）。請求は、InfoUnit 宛て、または関係駐在員事務所もしくは代表事務所

宛てに送付することができる。上記事務所の連絡先の詳細は、公に利用可能なものとする。 

 

155 請求が開発途上加盟国における ADB 支援活動に関連している場合は、関係業務

部門が、文書の中に例外セクション（第 123～130 項）に従って公に利用できない情報が含

まれているかどうかを判断するものとし、必要に応じて、当該国政府、プロジェクトのス

ポンサーまたは協調融資機関と協議するものとする。文書中の特定情報が本政策の例外に

従って機密と見なされる場合、関係部局は、文書開示前に当該機密情報を削除するが、削

除した資料の参照はそのままとする（削除理由も添える）。OER の InfoUnit のスタッフは、

必要に応じて、本政策の解釈について他の部局にガイダンスを提供するものとする。 

 

3. 請求の言語 

 

156 請求は、英語または ADB の加盟諸国の公用語もしくは国語で ADB に提出するこ

とができる。英語以外の言語で提出される情報および文書の請求は、関連駐在員事務所ま

たは InfoUnit 宛に送付することができる。 

 

4. 最新情報の請求に対する回答期限 

 

157 ADB は、5 営業日内に請求（第 153 および 154 項に説明）の受理を確認するもの

とする。その後 ADB は、決定が下され次第できるだけ早急に、かつ、いかなる場合も請求

                                                           
31 費用回収の手続きは、情報公開政策スタッフ・ハンドブックに詳述される。 
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受理から 30 暦日以内に、請求者に通知するものとする。その回答において、ADB は、請求

された情報を提供するか、または却下を正当化する本政策の特定条項を示して、請求が却

下された理由を提供するものとする。ADB は、レビューされた請求のリスト、ならびにそ

れに対応する決定と理由を、公に利用可能にするものとする。 

 

5. 苦情申立 

 

158 請求が不合理に却下された、あるいは本政策の解釈が不適切であると請求者が考

えた場合、レビュー請求をアジア開発銀行の情報開示諮問委員会に書面で（住所：Public 

Disclosure Advisory Committee, Asian Development Bank, 6 ADB Avenue, Mandaluyong City, 

1550 Metro Manila, Philippines）、または電子メールで（メールアドレス：pdac@adb.org）、ま

たはファックスで（+63 2 636 2640）提出することができる。 

 

159 PDAC は、5 営業日以内に請求の受理を確認するものとする。PDAC は、苦情を

検討するためできるかぎり早急に会合を開くものとする。情報請求の却下を検討するにあ

たり、PDAC は、情報公開に対する本政策の例外とともに、請求された情報の開示に対する

一般市民の関心を検討する。PDAC は、決定が下され次第できるだけ早急に、かつ、いかな

る場合も請求受理から 30 暦日以内に、請求者にその決定を、理由を添えて、書面で通知す

るものとする。PDAC は、かかる請求すべてのリスト、各請求の性質、および各ケースで行

われた決定について、請求または決定が行われてから 2 週間以内に更新されたものを順次

公に利用可能にするものとする。 

 

6. 実績情報の請求 

 

160 実績情報は、本政策の第 127～129 項に従って、請求があれば利用可能となる。

かかる請求は、アジア開発銀行の情報資源・サービス課に書面で（住所：Information Resources 

and Services Section, Asian Development Bank, 6 ADB Avenue, Mandaluyong City, 1550 Metro 

Manila, Philippines）、または電子メールで（メールアドレス：adblibrary@adb.org）、または

ファックスで（+63 2 632 5020）提出することができる。実績情報の請求は、請求する具体

的な情報を特定しなければならず、実績情報へのアクセスを求める包括的な請求は認めら

れない。ADB は、かかる請求の受理を 5 営業日以内に確認するものとし、30 暦日以内に実

績情報請求に回答するものとする。この期限は、請求が大量の情報の場合は、延長される

ことがある。 



43 

 

C. 発効日と移行期間 

 

161 本政策は、2005 年 9 月 1 日に発効するものとする。まだ開始されていないか、準

備がちょうど始まっている活動については、本政策のすべての開示要件が適用されるもの

とする。本政策の発効日の時点でマネジメントレビュー会合を終了した政策、戦略、およ

び戦略とプログラムについては、本政策の開示要件は、それらのレビューまたは更新にの

み適用されるものとする。本政策の発効日の時点で審査を終了したプロジェクトまたはプ

ログラムについては、本政策の開示要件は、プロジェクトまたはプログラムが理事会によっ

て承認される前の準備段階には適用されないが、プロジェクトの実施および完了段階には

適用されるものとする。本政策の発効日から 2 年以内に、ADB は、実施中のあらゆる ADB

支援プロジェクトに対する PID を公に利用可能にしているものとする。本政策の発効日か

ら 1 年以内に、ADB は、実施中のすべてのプロジェクトおよびプログラムの少なくとも 50％

に対する PID を公に利用可能にしているものとする。 

 

D. モニタリングおよび報告 

 

162 ADB は、本政策実施のモニタリングを行い、その影響を評価する。ADB は、ADB

による情報活動のモニタリングの結果を年次報告書に公表するものとする。付録 2 に、本

政策に関する ADB の実績評価の枠組みを概説する。 

 

163 ADB は、ステークホルダーが問題点を提起し、情報にアクセスし、ADB と効果

的に本政策の実施に関与する余地を認める。要請があれば、ADB は、本政策の実施につい

て懸念を示す個人名または団体名を開示しない。 

 

E. レビューおよび修正 

 

164 ADB は、ADB の他の政策および戦略の実施経験、それらの見直しの結果、なら

びにADB 以外の諸機関で展開している開示慣行を反映させるため、本政策の条項を見直し、

修正する必要があるかもしれない。かかる変更を定期的に組み込むためには、柔軟性が必

要とされるだろう。したがって、ADB は、必要に応じて、理事会の承認を得た上で、本政

策を改訂または修正することができる。 

 

165 本政策が、ADB の他の現行の政策や戦略に対して新たな開示要件を設ける場合は、
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業務マニュアルの当該政策や戦略のセクションを本政策の承認から 6 カ月以内に更新する

ものとする。 

 

166 ADB は、一定の期間の後、本政策の発効日から 5 年以内に、包括的な見直しを実

施するものとする。見直しには、関心のある個人および団体が活発に参加する。 

 

VII. 人員配置および資源に対する影響 
 

167 本政策の実施に成果を上げるためには、ADB スタッフを大幅に増やす必要がある

とともに、新たな費用がかかるだろう。公開性の向上、開示の推進、より積極的（プロア

クティブ）な情報の共有に向けて、ADB が全行挙げて転換を図ることは、ADB 全体の責任

であり、本政策の前項で挙げた重要なプロセスと行動には、一定の領域において新たな資

源が必要となるだろう。この新政策の実施に必要な追加費用を組み込むため、あらゆる努

力が払われた。それらについては、本政策の発効にともない常に綿密な見直しを行い、予

算配分も適宜調整が図られることとなる。 

 

168 以下にさらに詳しく論ずるように、ADB は、段階的に必要な資源を配分する。全

体で、短期的には、専門職スタッフ 1 人、ナショナル・オフィサー10 人、専門職スタッフ

5.2 人年、サポート・スタッフ 1.5 人年が必要とされよう。32 本政策の実施には、およそ

20万3,000ドルの一時的費用と年間およそ20万8,000ドルの経常費用が必要となるだろう。 

 

A. 対外広報 

 

169 本政策の承認後、現状では対外広報能力が限られている次の主要駐在員事務所に

新たに 8 人のナショナル・オフィサーが任命される：バングラデシュ、カザフスタン、33キ

ルギス、パキスタン、スリランカ、タイ、ウズベキスタンおよびベトナム（第 146 項）。34 ADB

は、中期的に、対外広報の必要性と機会に関して残りの駐在員事務所の優先順位を付け、

それに応じて追加の人員配置を行う。ADB はまた、地域を担当する専門職スタッフのポジ

                                                           
32 専門職スタッフ１人とナショナル・オフィサー６人分が ADB の 2005 年度予算に盛り込まれた。 
33 広報スタッフは、カザフスタンにおける情報公開と、中央アジア地域経済協力に関する情報

公開を担当する。 
34 脚注 30 を参照のこと。 
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ションを適切な駐在員事務所に設ける必要性について評価を行う。 

 

170 対外広報の新たな組織機構を基盤に、ADB は、本政策に基づく対外広報戦略を実

施するための人材要件についてさらに評価し、OER および代表事務所のスタッフの技能構

成を改善・合理化する範囲を特定し、必要に応じ、承認された予算の枠内で利用可能な資

源の再配分を行う。意識調査のための一時的費用、および対外広報のための出張、研修お

よびメディア・アウトリーチ活動など他の経常費用についても評価を行い、これらの活動

の適切な財源を年間予算プロセスを通じて求める。 

 

171 開発途上加盟国に役立つ駐在員事務所その他現場の事務所の情報公開センター

の格上げの可能性について OER で見直し、適切な費用見積りを個別に理事会に提示する。 

 

B. 情報の開示 

 

172 本政策の開示要件の実施、モニタリングおよび評価を監督することとなる OER

の情報公開・開示ユニット（InfoUnit）の新設に当たっては、専門職スタッフ 1 人とナショ

ナル・オフィサー1 人の追加が必要となろう。加えて、新たにナショナル・オフィサー1 人

をウェブチームに割り当て、ADB のウェブサイトにさらに多くの文書を掲載する上で、

InfoUnit、業務諸部局その他部署との調整を図る。OER は、研修予算として 1 年目におよそ

13 万 3,000 ドルを必要とし、また、本政策のモニタリングにその後毎年 2 万ドルを必要と

するだろう。 

 

173 さらに、本政策に基づき請求される新たな文書の開示、被影響住民とのより体系

的なコミュニケーション、ステークホルダーからのフィードバックへの対応、CSP とその

更新の翻訳の手配に、新たに業務スタッフの時間を取ることになるだろう。地域局は、専

門職スタッフ 5.2 人年（96 万ドル）、サポート・スタッフ 1.5 人年（3 万 2,500 ドル）、関連

出張費年間 6 万ドルが新たに必要となるだろう。地域局はまた、プロジェクト情報文書の

作成に一時的費用として 7 万ドル、翻訳費として年間 12 万 8,000 ドルが必要だろう。OER

は、本政策承認から 6 カ月以内に、ADB が体系的に翻訳する文書の範囲を拡充するための

枠組みを策定する。翻訳の枠組みには、より包括的な年間翻訳予算も組み込まれる。 
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174 この新政策の結果、実績情報の請求件数が増大することが予想されるが、それに

対しては、図書館、記録、およびアーカイブ管理システムの強化と費用対効果の増大を図

ることによって対処する。 

 

175 新たな『ADB 情報システム技術戦略 II』（2004−2009 年）に基づき、ADB のコン

ピュータ・システムをタイムリーな関連情報を提供できるよう再構成し、整備する。当該

戦略に基づき現在開発・計画が進められている新たな情報リポジトリおよび検索システム

も、業務情報の入力とアクセスを容易にしかつ迅速化させるものと期待される。また、ADB

のウェブサイトでさらに多くのプロジェクト関連の情報を入手可能にすること—および利

用者のより簡便なアクセスを図るようウェブサイトを構成すること—によって、現在情報

請求への対応にスタッフが費やしている時間も削減されると期待される。 

 

176 貸付および技術援助に関して、コミュニケーション・プランの実施と被影響住民

とのコミュニケーションのためのメカニズムの開発費用は、プロジェクトの種類や地理的

場所によって異なるものとなろうが、設計段階で明らかにして、各プログラムまたはプロ

ジェクトの予算に組み込むものとする。 

 

VIII. 遵守状況レビュー 
 

177 本政策の開示要件は、ADB の説明責任体制35に沿って遵守状況レビューを受ける

ものとする。第 28～38 項に定める政策、第 55～130 項に定める具体的な開示要件、ならび

に第 153～166 項に定める実施取り決めは、ADB の説明責任体制のもとに遵守状況レビュー

を受けるものとする。 

 

IX. 勧告 
 

178 総裁は、理事会が情報公開政策を承認することを勧告する。 

 

                                                           
35 2003 年 ADB 発行『監査機能の再検討：ADB の新たな説明責任体制の確立』、5 月 8 日、R79-03。 
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付録 1 
 

他の国際開発金融機関における情報公開政策 

 

A. 他の国際開発金融機関における対外広報 

 
1. 他の国際開発金融機関（MDB）では、マネジメントの意欲、およびメディア・広報

活動向けの人材や財源の増加に支えられ、近年積極的（プロアクティブ）なアウトリーチ活動

を増大させている。ワシントンに本拠地を置く MDB は、開発機関についての情報を求める要

望の高まり、擁護非政府組織（NGO）からの国際金融機関の業務に対する批判の台頭、および

ドナー国からの譲許的資金に対する競争の激化に直接対応する重要な手段を講じてきた。 

 
2. 世界銀行は、対外広報に従事する専門スタッフを 250 人置いている。同行の現地

部門、特にアジア・太平洋地域における現地部門はこの分野で非常に活発である。ADB に

もっとも近い比較対象と考えられる米州開発銀行（IDB）も、対外広報向け資源を増大し、

現在専門スタッフ約 45 名とそれを補完する多数のコンサルタントでスタッフを構成してい

る。国際通貨基金（IMF）は、批判的な報告に応えて、対外広報業務に従事する専門スタッ

フの数を 2000 年の 70 名から 2004 年末には 90 名に増員した。世界銀行、IMF、および IDB

は、すべてメディアや広報活動に活発に従事する事務所をヨーロッパとアジアに構えてい

る。その結果、今日これらの 3 つの金融機関は 20 年前よりも広く知られるようになった。 

 

B. 他の国際開発金融機関における情報公開 

 
3. 情報公開の分野では、開発途上国における MDB の影響力が認められているため、

現在 MDB の内部で情報に対する一般アクセスは今日的な関心事である。国連開発計画

（UNDP）発行『人間開発報告書 2002』は、国際金融機関には「透明性の面で重大なギャッ

プ」があると主張し、世界銀行および IMF 理事会の議事録や投票記録がないことを指摘し

た。『人間開発報告書』はその結果、「加盟国の国民（または利害関係を持つ外部者）は、

代表理事や自国政府に IMF や世界銀行における政策の説明義務を負わすことができない」1

と結論づけている。 

                                                           
1 UNDP 発行『人間開発報告 2002：分裂した世界で民主主義を深める』、ニューヨーク：115。
http://www.undp.org/hdr2002/chapterfive.pdf で入手可能。 
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4. 初の公式な MDB の情報公開政策は 1990 年代初期に策定され、政策、プログラ

ム、およびプロジェクトに関するより詳細な情報の一般公開を奨励した。しかし、情報の

公開には大きな制限や制約があった。さらに同政策には、プロジェクト地域の住民が、プ

ロジェクトの計画や実施に有意義な貢献ができるようにするため、活動案に関する情報を

入手できるという保証がなかった。その結果、政策が採択された直後から、MDB 開示政策

の強化を求める声が一般から聞かれるようになった。この要求は近年さらに増大し、一部

の政府も同調している。 

 

5. その結果、すべての MDB は情報公開政策の見直しと拡張を実行したか、あるい

は積極的（プロアクティブ）に実行中である。こうした新しい政策には、多くの共通した

特徴や特性がある。提案され、採択された新しい政策はすべて、事業上の情報やその他の

情報の提供に関してより前向きである。新しい政策は、公に入手できる情報の範囲や種類

を拡大し、多くの場合情報を普及させる重要な媒体として公式ホームページを強調してい

る。新しい政策も、法律上の助言など特権のある情報、外部から提供された情報、秘密業

務情報、および MDB と加盟国政府との関係にマイナスの影響を与える恐れのある情報を含

め、一部の情報の一般公開について同様な制約に直面している。 

 

6. MDB の個別政策の中から選択した主な特色を以下に記す。 

 

1. アフリカ開発銀行（AfDB） 

 

7. アフリカ開発銀行（AfDB）は、1997 年 12 月に『情報公開政策文書』を承認した。

AfDB は 2003 年に同政策の見直しを始め、2004 年 3 月に透明性の拡大を盛り込んだ新たな

政策を採択した。 

 

8. たとえば 2004 年の政策には、事業政策文書草案や国別戦略文書草案は、協議や

ステークホルダーの参加を促がす目的で、当該文書が理事会で審議される少なくとも 50 日

前に開示すると明記されている。また、国別業績評価も開示されるほか、理事会で承認さ

れたプロジェクトに大幅な変更があった場合も要約文書が公開される。 

 

9. また新政策は、年次総会の議事録要旨の開示についても規定し、国別およびセク

ター別ディレクターに、関係者に要求されたプロジェクトに関する技術情報を提供する権

限を与えている。 
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10. 改訂された『情報公開政策』の承認にあたって理事会は、類似機関の優良事例を

盛り込むため、同政策を定期的に更新するよう指示した。理事会は特に、理事会議事録の

開示に関する類似機関の動きを監視する必要性を強調した。 

 

2. 欧州復興開発銀行 

 
11. 欧州復興開発銀行（EBRD）は、2000 年 6 月に『情報公開政策』を承認した。そ

の翌年、EBRD は同政策の施行に関する初期見直しを行い、その結果として理事会は全面的

な見直しを要求した。見直しの結果、2003 年 4 月 29 日に改訂政策が採択された。 

 

12. プロジェクト・プロフィール（プロジェクト要約文書）は、民間セクター・プロ

ジェクトの場合は理事会審議の 30 日前、および公共セクター・プロジェクトの場合は理事

会審議の 60 日前に公表され、理事会が承認した後はホームページで 新情報が提供される。

民間セクター事業の評価も、ホームページに掲載される。 

 

13. 新政策のもとでは、国別戦略の策定に対する一般からのコメントが求められ、コ

メント期間として少なくとも 8 週間が与えられる。受領したコメントおよびそのコメント

に対する国別チームの回答を要約した補遺が、関連する国別戦略ワークショップでの審議

に先立ち、執行委員会や理事会に提供される。同補遺は、理事会で国別戦略が承認された

後、EBRD ホームページに掲載される。また新政策は、セクター別政策草案を理事による予

備審議の後少なくとも 45 日間ホームページに掲載し、一般からのコメントを求めることも

規定している。 

 

14. また 2003 年の政策は、今後承認される国別戦略を試験的に現地の言語に翻訳す

ることも求めている。さらに、3 つの重要な銀行政策（開示、査察、および環境関連）を翻

訳することも規定している。 

15. EBRD は、MDB としては唯一、ホームページ上に開示政策の実施に関する年次

報告を掲載している。 

 
3. 欧州投資銀行 

 
16. 欧州投資銀行（EIB）は 2002 年 10 月、開示される主な情報を記載した冊子（『EIB
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はいかに伝えるか―概観』）と、主に序文、範囲と用語の定義、および開示の例外から成る

『文書に対する一般アクセスに関するルール』を添付した簡潔な『情報政策表明書』を発

表した。 

 

17. EIB は「開示前提」条項は採択していないが、同『ルール』は EIB が「活発な情

報政策を適用することを約束し、同行の戦略、政策、活動、および実践に関する情報を一

般に提供する努力を継続し、強化する」と記載している。また、EIB が「適切な場合その範

囲内で、共同契約者の同意を得て、完結した個別事業に関する基本情報の開示を継続する」

ことも明記されている。さらに『情報政策表明書』は、欧州連合（EU）の金融機関として、

EIB の情報政策は「情報およびその他の法規の透明性と公開に関する関連 EU 政策」に準拠

すると付け加えている。 

 

18. 『情報政策表明書』は、法定文書はすべての EU 公式言語で入手可能であり、一

方、出版物の EU 言語および／または非 EU 言語での入手可能性は、同行の業務目的に従っ

て決定されると指摘している。ホームページは英語、フランス語、およびドイツ語で表示

される。 

 

19. 過去の文書に関して、同『ルール』は、一般的に文書の機密性は 30 年後に終了

すると明記している。 

 

20. 『情報政策表明書』は、EU の協定に従って、一般市民が情報公開に関する苦情

を欧州オンブズマンに申し立てられると明確に認めている。 

 
21. 2004 年 6 月、EIB 理事会は『情報政策表明書』を正式に改訂しないで、同行の開

示慣行に対するいくつかの具体的変更を承認した。たとえば、機密事項を扱う地位に適用

される行動規範が公に入手可能になったほか、理事会や監査委員会の報酬、および企業責

任に関する新しい報告書も公表された。 

 

4. 米州開発銀行 

 

22. IDB は、1994 年 10 月に 初の開示政策を承認し、それを 1994 年 11 月に IDB の

業務政策マニュアル（OP-102）に組み入れた。この政策は、公開された文書を反映するた

め、1998 年 2 月、および 2001 年 4 月に再び改正された。2002 年、IDB は同政策の見直しに
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着手し、その結果 2003 年 11 月に文書が改訂、更新された。 

 

23. 新政策は、銀行の保存記録により系統的および迅速にアクセスする方法を導入し

ている。過去の情報は、発行から 20 年後に公表される。発行時は公表されなかったが同政

策に基づき公表される過去の情報は、発行後そのプロジェクトやプログラムが完了し、政

府が同意した場合に公表される。 

 

24. さらに、理事会の年間および 3 カ月業務プログラムも、現在公に入手できる。理

事会委員会の議長から理事会に提出される、業務別／セクター別政策、セクター別戦略、IDB

国別戦略、重債務貧困国に関する文書、貧困削減戦略文書、および暫定貧困削減戦略文書

に関する委員会審議についての報告も入手できる。この政策によって IDB は、理事会議事

録を（承認後 60 日以内に）公表すると約束した 初の MDB となった。 

 

25. この政策には含まれていないが、通常 IDB は、一般に理事会に提出される文書を

英語とスペイン語で入手できるようにしている。総務会に提出される文書は、IDB の 4 つの

公式言語である英語、フランス語、ポルトガル語、およびスペイン語の各言語で入手でき

なければならない。 

 

5. 世界銀行グループ 

 

a. 国際金融公社 

 

26. 国際金融公社（IFC）は、1994 年 7 月に 初の開示政策を採択した。1996 年 1 月

には改訂政策が発効し、1998 年 7 月に改訂された開示政策で、理事会はさらなる透明性と

改正を承認した。他の国際金融機関の政策と同様に、この政策は「開示を支持する前提」

に基づいており、同様の但し書きが記載されている。 

 

27. 民間セクター・プロジェクトのプロフィール（プロジェクト情報文書の要旨）は、

理事会審議の少なくとも 30 日前に公開され、理事会が承認するまでホームページに 新情

報が掲載される。プロジェクトの影響に関する環境情報および社会的情報は、同プロジェ

クトの環境および社会上のリスク分類に応じて、理事会承認の少なくとも 30 日または 60

日前に公開される。 
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28. IFC は、過去の IFC 投資から得た教訓など、民間セクターの業務に関する評価文

書を数多く発行している（セクター別、テーマ別、国別）。IFC はまた、特別評価調査、特

別調査の抜粋、および年次レビューも公表している。 

 

29. 2004 年に IFC は開示政策の見直しを始め、インターネットを利用した協議やクラ

イアント調査の初期ラウンドの後、現在は 2004 年 8 月 16 日に公開された諮問文書および

2004 年 11 月に公開された政策枠組み改訂草案に関する情報を求めている。 

 

30. 政策枠組み草案は、IFC のクライアントが、プロジェクトによって影響を受ける

住民に対しできるだけ早期に環境および社会的影響を開示すると共に、プロジェクトの環

境および社会的影響の軽減に関する行動計画を監視し、公的に報告することを提案してい

る。IFC も、同行の開示媒体を通じてこれらの計画を公開する。また同草案は、プロジェク

ト案から予想される開発の影響、および事後的総計ベースで、IFC による投資の年間開発影

響を、系統的、包括的、および相対的な方法で IFC が公的に報告することも提案している。 

 

31. さらに政策枠組み草案は、公開するには機密性が高過ぎるとみなされる情報を編

集した上で、理事会の議事録を公開することも提案している。 

 

32. 新政策は 2005 年第 3 四半期に、承認を得るため IFC 理事会に提出される見込み

である。 

 

b. 多数国間投資保証機関 

 
33. 多数国間投資保証機関（MIGA）は、特に投資家の名前や国籍、主催国の情報、

投資額、および保証・保険額などの詳細を含む被保険プロジェクトの要約を記載した四半

期報告書の発行を求める開示政策を維持している。 

 

34. MIGA の標準的な保証契約は、プロジェクト固有の契約を作成する際の基準とし

て利用されるもので、申込者や一般市民に広く公開されている。また MIGA の基本保険料

も、潜在申込者が投資案に対する保険料を見積るのを助ける目的で公開されている。 

 

35. MIGA は IFC の開示政策見直しを注視しており、IFC の見直しが（2005 年に）終

了次第、自らも政策の見直しを開始する意向である。 
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c. 世界銀行 

 
36. 世界銀行は、その業務に関する情報に対する一般のアクセスを、引き続き高めて

いる：同行は、選択された国で入手できる文書の範囲を拡大するパイロット・プログラム

を開始し、情報センターの世界的ネットワークを構築するため多額の予算を組み、翻訳の

増加を支援する枠組みを採択し、一般市民の情報公開に関する苦情に対処するメカニズム

を作る討議を開始した。 

 

37. 世界銀行は 1993 年 8 月、MDB として初めて情報公開に関する政策を採択した。

1995 年および 1997 年、さらにその翌年以降もスタッフによる見直しが行われた後、新たな

文書が公開リストに追加された。2000 年および 2001 年には包括的な見直しが行われ、その

結果 2001 年 9 月に拡大開示政策が承認された。世界銀行の同開示政策は 2002 年に発効し

た。 

 

38. 新政策は特に、調整融資業務に関する文書、および国別援助戦略とセクター別戦

略文書の理事会討議に関する議長の 終的所見の開示を取り入れた。新政策はまた、銀行

の保存記録により系統的かつ迅速にアクセスする方法も導入した。同行の政策には明記さ

れていないが、世界銀行はブラックリストに載せられた企業の名前も公表している。 

 

39. 世界銀行は、環境アセスメント、先住民計画と枠組み、および移住計画を、被影

響住民が理解できる形式、方法、言語で公開することを求めている。すべての融資業務に

対して作成されるプロジェクト情報文書には、プロジェクトの準備を支えるファクチュア

ル・テクニカル文書の記載が義務付けられている。 

 

40. 世界銀行理事会は、2001 年に政策を承認した際、被影響住民へのアウトリーチを

確保し、情報センターを強化し、新政策の普及とアウトリーチの面でコミュニケーション

専門家をより効果的に参加させるため、文書の翻訳を増やすという選択肢を検討する新た

な業務も承認した。2001 年以降、世界銀行は情報センターの数や能力を拡大させると共に、

関係加盟国と共同でパイロット・プログラムを開始し、国別援助戦略、貧困削減戦略文書、

およびプロジェクトの準備や実施に関してさらなる情報を提供する方法を模索してきた。 

 

41. 2003 年 7 月、理事会は情報センターを強化するプログラムを承認し、その目的の

ために数百万ドルの予算を計上した。現在世界銀行は、各国事務所の情報センターのスタッ
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フに対し、開示に関する社内専門家として役目を果たし、現地言語での文書の作成を促進

し、翻訳問題に関してスタッフに助言を与え、業務活動についての認識を高め、同行内外

で普及パートナーシップを促進するためのトレーニングを現在実施している。 

 

42. また 2003 年 7 月、世界銀行は文書翻訳の枠組みを採択した。翻訳決定の責任は、

当該文書に責任を有する者（「ビジネス・スポンサー」）が負う。事業のニーズによって、

もっとも幅広い関係者が理解できる言語アプローチを採用する。 

 

43. 世界銀行の情報センターユニットは、これまで情報へのアクセスを拒絶されてき

た利用者に対する請願メカニズムを作成するよう命じられている。情報センターユニット

は、近い将来世界銀行の担当部署と NGO を集めて、この問題を検討する意向である。 

 

44. 2004 年には、採掘産業の評価および見直しによって、主要な採掘産業プロジェク

トについて政府との契約や政府に支払われた資金に関して報告することが、ガバナンスを

推進し、汚職を削減し、当該資金の適切な利用を促進する上で重要であることが明らかに

なった。世界銀行のマネジメントはこの見直しに応え、大規模プロジェクトに対する政府

への支払いを透明にすること、また契約が一般の関心事である場合は必ず、該当する主要

な契約条件を開示することを求めている。2 

 

45. 世界銀行のマネジメントと理事会は、開示拡大の可能性について検討を続けてい

る。2005 年 3 月、理事会は『世界銀行情報公開政策：追加問題、フォローアップ統合報告

（改訂）』と題された文書を承認し、その中で 16 の開示項目を新たに承認した。これらの

項目には、IBRD 対象国に対する国別支援戦略の定期開示、非公式の理事会会議用に理事会

に配布される業務政策草案の試験的な公表、および理事会議事録、予算書、スタッフ報酬

文書、スタッフマニュアルの開示などが含まれる。 

                                                           
2 2004 年 9 月 17 日世界銀行発行『世界銀行グループマネジメントの採掘産業レビューへの対応』。 
http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDS_IBank_Servlet?pcont=details&eid=000160016_200409211
11523 で入手可能。 
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付録 2 
実績評価の枠組み 

デザイン・サマリー インジケータ/ターゲット モニタリング 
メカニズム 

モニタリング 
フォーカル 
ポイント 

影響  

• 開発効果の向上 「改革アジェンダ」進捗報告によりモニター 

成果  

• 投資家の ADB への信頼、 
および ADB との協働能力が 
著しく強化 

• 投資家の ADB に対する認識、

および ADB の開放性、説明

責任、提携に対する評価の向

上 
 
 
 
 
 

• 5 年後に政策の包括的

見直し 
• オピニオンリーダーの

認識調査 (3 年毎) 
• クライアント／パート

ナーシップ調査、およ

びその他の投資家評価 

• OER 
 
 
• OER 
 
• SPD 
 

アウトプット 

1. ADB の積極的（プロアク

ティブ）な対外広報  
• マネジメントによる援助国へ

のアウトリーチミッション回

数の増加 
• マネジメントのメディアイン

タビューおよびアウトリーチ

活動の年 5%増加 
• 一流活字媒体への一貫した登

場(すなわち『アジア・ウォー

ルストリート・ジャーナル』、

『ファイナンシャル・タイム

ズ』、『インターナショナル・

ヘラルド・トリビューン』に

少なくとも 6 つの op-ed を掲

載) 
    

• 情報公開政策年次報告

(メディアユニットの

インプットを活用) 
• メディアモニタリング 

• OER 

2. ADB の業務に関する情報

へのアクセスの向上 
• CSP、RCSP・プロジェクトに

対して運用部門が作成する情

報計画数の年間増加 
• 政策の開示要件が適切に実行

されていないとする不満を 2
年目から毎年 10%減少  

• PID を初年度末までにプロ

ジェクトの 50%、次年度末ま

でに 100%作成 
• 駐在員事務所および代表事務

所に提出されるコメントカー

ドに記載された一般の満足度

の向上 
• 情報要求が 30暦日以内に満た

された割合 
• 開示要件の 100%順守 

•  InfoUnit 記録および情

報公開政策年次報告 
 
•  PDAC 記録および情報

公開政策年次報告 
 
•  InfoUnit 記録および情

報公開政策年次報告 
 
• コメントカード調査 
 
 
•  InfoUnit 記録および情

報公開政策年次報告 
•  InfoUnit によるサンプ

リングおよび情報公開

政策年次報告 

• OER 
 
 
• OER 
 
 
• OER 
• RM、 RO 

および 
OER 
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デザイン・サマリー インジケータ/ターゲット モニタリング 
メカニズム 

モニタリング 
フォーカル 
ポイント 

活動 

1.1 政策の対外広報戦略に関す

る行動計画作成 
• 政策承認後 3 カ月以内 • 行動計画およびその進

捗報告 
• OER 

1.2 対外広報に関する新たな戦

略的方針を支援するため組

織配置の再編成および技能

構成の調整を開始 

• 政策承認後 3 カ月以内 • マネジメントによる改

良された配置の承認 
• BPMSD, 

OER 

1.3 メディア・ガイドラインの更

新 
• 政策承認後 4 カ月以内にス

タッフに配布 
• ガイドラインの発行 • OER 

2.1 InfoUnitの設置および業務開

始 
• 政策承認後 3 カ月以内 • 情報公開政策年次報告 • OER 

2.2 PDAC の設置 • 政策発効日までに  • 情報公開政策年次報告 • OER 

2.3 政策に関するスタッフ・ハン

ドブックの作成と普及 
• 政策発効日までにスタッフに

配布 
• ハンドブックの発行 • OER 

2.4 政策に関する借入人および

スポンサー・ハンドブックの

作成と普及 

• 政策発効日から 6 カ月以内 • ハンドブックの発行 • OER 

2.5 開示要件に関するトレーニ

ングの実施 
 

• 政策発効日から 1 年以内に、

すべてのミッションリーダー

およびプロジェクトアナリス

ト  

• InfoUnit のモニタリン

グ記録 
• 情報公開政策年次報告 

• OER 

2.6 刊行物保管図書館プログラ

ムの見直し、および加盟国の

情報センター改善戦略の作

成 

• 政策発効日から 1 年以内 
 

• 見直し文書 
• 情報公開政策年次報告 

• OER 

2.7 上記の見直しに基づき、加盟

国の情報センターの拡張お

よび／または改善 

• 政策発効日から 2 年以内 • 情報公開政策年次報告 • OER 

 
ADB = アジア開発銀行、BPMSD =  予算人事局、CSP = 国別戦略・プログラム、OER = 広報室、 
Op-eds = 意見記事、 PID = プロジェクト／プログラム情報文書、PDAC = 情報開示諮問委員会、 
RCSP = 地域協力戦略・プログラム、 RM = 駐在員事務所、 RO = 代表事務所、SPD = 戦略・政策局 



ADBについて

アジア開発銀行（ADB）は、アジア・太平洋地域の 46ヵ国および域外の 18ヵ国、計
64ヵ国が加盟する国際開発金融機関です。ADBの何よりも重要な目標は貧困の削減です。
この目標を達成するため、ADBは社会開発、ガバナンスの改善を含めた、貧困層に配

慮した経済成長を促進する開発途上加盟国（DMCs）の活動を支援しています。長期的戦
略枠組（2001～ 2015年）に基づき、ADBは活動に当って民間セクターの開発、地域間
の協力、環境の持続可能性という三つの横断的テーマを考慮に入れています。

ADBの主な手段は、具体的プロジェクトと計画を対象に主として政府に提供する貸付、
保証および技術援助です。ADBの2004年の貸付額は53億ドルとなりました。プロジェ
クトの準備と実行、助言活動の支援および地域活動の実施に使われる技術援助

は 1億 9,660万ドルに達しました。ADBの供与する無償資金の総額は 9,940万ドルとな
りました。

ADBは、1966年に創立されました。日本は、原加盟国31ヵ国のひとつです。ADBの
本部はマニラにあります。

また、全世界に26の事務所を設置しています。ADBでは、50ヵ国を越える国から2,000人
以上の職員が働いています。

アジア開発銀行
6 ADB Avenue, Mandaluyong City
1550 Metro Manila, Philippines
www.adb.org

アジア開発銀行　駐日代表事務所
〒 100-0011
東京都千代田区内幸町 1-1-7 大和生命ビル 2階
www.adb.org/jro
adbjro@adb.org

情報公開政策
情報の開示・交換
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