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用語解説

「影響を受ける住民（被影響住民）」 –  アジア開発銀行（ADB）が支援するプロジェク
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人々のこと。

「理事会」 –  特段の記載がないかぎり、ADBの理事会を意味
する。

「借入人」 –  ソブリン・プロジェクトに関する場合は、ADB
の支援先を意味する。

「クライアント」 –  ノンソブリン・プロジェクトに関する場合は、
ADBが融資、保証または投資を行う借入人、保
証の受益者、ファンドマネジャー、投資先もし
くは類似の主体を意味する。

「完了」 –  文書に関して、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。

「最終報告書」 –  （i）最終報告書として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が判断し、かつ（iii）それ以上の変更を必
要としない報告書のこと。

「ノンソブリン・プロジェクト」 –  （i）加盟国または中央政府による保証のない、
または（ii）保証人にデフォルトが生じた場合
でも、ADBと関係加盟国間の他の融資または保
証をADBが前倒し、停止または取消しできない
という条件で加盟国または政府により保証され
る融資、保証、出資またはその他の資金支援手
段によって資金が提供されるプロジェクト。

「ソブリン・プロジェクト」 –  （i）加盟国に対して行われる、あるいは（ii）加
盟国により保証される融資、グラント（無償資
金協力）、その他の資金支援手段によって資金
が提供されるプロジェクト。

「次第」 – 『 承認、回覧、完了、同意、討議、発行、受理
または提出され「次第」』とは、合理的に実行
可能なかぎり速やかに、すなわち承認、回覧、
完了、同意、討議、発行、受理または提出の
日から2週間（14暦日）以内を意味する。
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2011年
情報公開
政策エグゼクティブ・サマリー

情
報公開政策（PCP）は、アジア開発銀
行（ADB）がその業務活動の対象とな
る人々に対し透明性と説明責任を高め
るべく努力するなかで、そうした取り

組みの指針となる文書であり、随時更新されるも
のである。本政策は、開発効果を上げるには透明
性と説明責任が必要不可欠との認識に基づいてい
る。ADBがステークホルダー（利害関係者）のニ
ーズを把握するだけでなく、ステークホルダーが
地域におけるADBの役割とその業務活動を理解し
支持しなければ、貧困なきアジア太平洋地域とい
うADBのビジョンは達成しえない。

前回（2005年）の情報公開政策は、情報の開示
と対外広報を柱に、ADB加盟国、オピニオンリー
ダーや政策担当者、市民社会、学界、メディアな
らびにADBの活動によって影響を受ける可能性の
ある人々に情報を提供し、彼らと恊働するための
指針として、包括的な文書となった。PCPは、組
織としてのADBのガバナンスにおける不可欠な要
素であり、人々がADBの活動に関する情報を求め、
取得し、伝える権利を認めている。また、透明性
や説明責任、ひいてはADBの開発効果を高めてい
く上で、コミュニケーション(対話)が果たす役割
の大きさを重視するものである。

前PCPの見直し：前回の政策については、発効
日から5年後に、包括的なレビューを行うことが
義務づけられている。これに伴い、2010年2月、
ADBは前回PCPの実効性を評価し、内容の改善や強
化のため必要な変更を提言するためのレビュー作
業を開始した。レビューには、関心のある個人お
よび団体・組織が参加し、2010年の6月と11月に
は協議用ドラフト案が公表された。その後、域内
外の加盟各国から多様なステークホルダーの参加
を得て、PCPに関する幅広い議論が行われた。また、
ADBの実績やコミュニケーションに関するステー
クホルダーの認識を評価するため、ステークホル
ダーを対象とする国際的調査も２回実施された。

2011年の情報公開政策においては、こうした国際
的意識調査の結果をはじめ、ADB内外で得られた
意見が勘案されている。

2005年政策の実績：前回のPCPは、2005年4月の
導入当時、国際開発金融機関の中でも進歩的なも
のであり、最先端のベスト・プラクティスに相当
すると考えられた。以来、ADBは、情報公開の面
で大きな前進を遂げてきた。2005年のPCPによっ
てADBの組織風土は大きく変わり、現在、ADBの
あらゆるプロジェクトにおいて、情報公開は標準
的プロセスととらえられるようになっている。ワ
ン・ワールド・トラスト（One World Trust）が
2007年に発表した『Global Accountability Report』
において、ADBは、透明性に関するグッド・プラ
クティスで満点（100%）の評価を得た。また、同
政策を支えともなる対外広報戦略では、ADBの認
知度を高め、その活動に関する情報を共有する取
り組みを、更に積極的に、かつ対象を絞って進め
ている。アウトリーチ活動や、主要な国際会議な
どで経営陣らの発言が一流メディアにとりあげら
れ、ADBの認知度は大いに高まってきた。このほ
か、ADBのウェブサイトに掲載された文書の数は、
2005年から145％も増加した。外部からADBに寄
せられた6,000件以上の情報請求に対して、情報
提供の実績は95%に達している。

環境の変化：こうした大きな進展にもかかわら
ず、ADBは、今後さらに透明性を高めたいと考え
ている。背景として、公的機関に対し一層の透明
性を求める動向は強まり、人々の期待は高まって
いるほか、最近では他の国際開発金融機関も、透
明性向上をめざして新たな情報関連政策を導入し
たり、取り組みに着手している。多くの分野で
ADBは今なお先駆的立場にあるものの、遅れをと
ったいくつかの分野では、情報開示の水準を他の
開発金融機関の同程度まで引き上げなければなら
ない。ADBはまた、開示情報が関係者に確実に届
いているかについても、一層の努力を行わなけれ
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ばならない。ソーシャル・ネットワーキング（SNS）
やモバイル・アプリケーションといった最新技術
は、ADBが情報を伝えたいと考える受け手に確実
に伝えるうえで、新たな機会を広げるものである。
その一方、多くのステークホルダーがそうした技
術にアクセスをもたない状況にある点についても
ADBは認識しており、したがって、従来型の伝達方
法も必要不可欠である。2008年に承認されたADB
の長期戦略枠組み「ストラテジー2020（Strategy 
2020）」は、ADBの業務や活動における説明責任、
参加および透明性の重要性を認めている。

一般的アプローチと実施状況の確認：レビューで
は、政策は基本的に健全であり、適切に実施され
ているとの結論に至った。したがって、政策の趣
旨に変更はない。

政策の改定：レビューにより、ADBが最先端のベ
スト・プラクティスを実践し続けられるようにす
るには、5つの領域において変更が必要であること
が確認された。主な改定点は次のとおり。
ⅰ　「独立不服審査委員会」の設置：情報開示請求
が却下された場合、内部不服審査制度として情報
開示諮問委員会（PDAC）があるが、これに加えて、
不服申立て手続の信頼性と機能性を高めるための
副次的組織として、「独立不服審査委員会」（IAP）
を導入する。
ⅱ　例外事項の明確化：開示に対する例外リスト
をより明確にした。開示の対象外となる情報7種類
がわかりやすくなるよう見出しを加えたほか、一
部の例外事項については、情報開示が例外扱いに
なることに伴って発生しうる悪影響を考慮して、
例外扱いから除外することで、対象範囲を厳格化
した。
ⅲ　理事会の意思決定へのアクセス拡大：ADB理事
会の文書は、その大半が理事会と同時に一般市民
にも開示されるようにする。たとえば、ソブリン
向けの融資プロジェクトに対する提案や、地域協
力戦略や国別支援戦略（CPS）の最終案（ただし早
期の開示に対し関係加盟国の同意を得ることを条
件とする）、公開協議中の政策や戦略ペーパーのド
ラフトがこれにあたる。この措置により、ステー
クホルダーによるADBの意思決定プロセスへの参
加が拡大するだろう。理事会の発言録についても、
本政策の例外事項に該当する情報が含まれていな
い、またはそうした情報に言及していないことを
条件に、10年後に開示可能となる。
ⅳ　情報公開手法の最新化：本政策を実施するた

め、2005年政策で定められた対外広報戦略は、情
報公開に重点を置くことに見直された。ADBの情
報公開の手法は、アジア・太平洋地域における開
発課題の変化にあわせながら、情報の受け手との
コミュニケーションを強化する必要性を十分に踏
まえたものとなっている。最新の手法を取り入れ
ることによって、コミュニケーション効果は増し、
ストラテジー2020とも全面的に整合するものとな
るだろう。ADBはまた、ステークホルダーの期待の
変化にも対応していく。特定の情報の受け手のニ
ーズに一層適合する情報公開手法の導入に努める。
ADBが支援するプロジェクトによる影響をプロジ
ェクト・サイクルの期間中に受ける人々や、その
他関心あるステークホルダーに対しては、プロジ
ェクトやプログラムにコミュニケーションや情報
共有を不可欠な要素として確実に組み込むことに
よって、関与を高めていく。また、知識成果物に
ついてもオンラインとハード・コピーの双方の形
態で普及に努め、域内の知識集約型経済の発展を
支援する。加えて、各国や地域レベルでの会議と
いった場を活用して、政府関係者やその他の主要
な情報の受け手と知識を共有し、意見交換を行う。
ⅴ　その他変更点：他の改定点としては、表現の
明確化、アップデート、ADB業務に組み込まれた手
続きとの整合、特別な状況下においてADBに認めら
れる情報不開示の権限のほか、プロジェクトに対
する関係国のステークホルダーの理解促進を目的
とするプロジェクト・データシートの翻訳、そして、
監査後のプロジェクト勘定収支報告書と、経営陣
や理事・理事代理の基本給の情報公開などで、開
示の拡大がはかられる。

情報公開政策：本政策は、ステークホルダーのADB
に対する信頼とADBへの関与を高め、それにより
ADB業務の開発効果の向上を目的とする。本政策
の原則は次のとおり。
ⅰ　積極的な開示：ADBは、業務活動に関する知識
や情報、およびADBの見解をステークホルダーおよ
び一般市民と積極的に共有する。その一義的な手
段はADBのウェブサイトであるが、必要に応じて、
他の手段によって開示される場合もある。積極的
開示は、きめられたスケジュールに従って行われ、
ADBの意思決定の際のステークホルダーの参加を
促す。また、個別の請求に対しても情報が開示さ
れる。他の規定による制約がないかぎり、ADBの理
事会に情報として提出された文書は、理事会に回
覧され次第、ADBのウェブサイトにも掲載される。
審議のために理事会に提出された理事会の文書も、
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理事会による承認または同意がなされる前に、そ
の大半がADBウェブサイトに掲載される。それ以
外の理事会文書は、理事会によって承認または同
意がなされ次第、ウェブサイトに掲載するものと
する。
ⅱ　情報開示ありきとの前提：本政策は、情報開
示することを前提としている。したがって、ADB
が作成するまたは作成を依頼するすべての文書
は、本政策の例外事項に該当する情報を含む場合
を除き、開示される。
ⅲ　入手したおよび見解を伝える権利：ADBは、
ADBが支援する活動に関する情報や見解に対し
て、人々が要求し、受領し、伝える権利を認める。
ADBは、時宜にかなった明確かつ適切な方法で、
情報を提供するものとする。情報は、プロジェク
トの影響を受ける人々、および女性や貧困層とい
った弱者を含むその他ステークホルダーがプロジ
ェクトの設計や実施に有意義な情報や意見を提示
できるよう十分に早い段階で、彼らに提供される
ものとする。ADBは、選択的に情報を開示しては
ならない。人々は、ADBが本政策に基づいて公開
する情報を等しく入手できる。
ⅳ　各国の主体性（オーナーシップ）：ADBは、開
発途上加盟国においてADBが支援する活動に関し
て、各国の主体性が重要であると認識している。
したがって、特定の文書を開示するにあたっては、
開示の内容ならびに時期に関して開発途上加盟国
の見解を考慮するものとする。
ⅴ　例外の限定：開示には、限定的ながら例外事

項が定められている。ADBは、ADBが作成するま
たは作成を依頼するすべての情報について、その
情報が本政策の例外事項に該当しないかぎり、開
示する。例外項目についても、開示がもたらす公
共の利益の方が、開示に伴う悪影響よりも重要と
ADBが判断した場合、ADBは、例外扱いを無効に
する権利を保有する。逆に、通常なら開示する情
報であっても、その情報の開示がもたらす便益よ
り開示が引き起こす、または引き起こす可能性が
ある悪影響の方が重大であるとADBが判断した場
合には、ADBは例外的に情報を開示しない権利も
保有する。
ⅵ　不服申立ての権利：本政策では、情報開示請
求が本政策に反する形で却下されたと情報請求者
が判断した場合、その情報請求者に対して2段階
の不服申立て手続きを利用できる権利を認めてい
る。不服申立て手続きの信頼性を高めるため、第
2段階はADBから独立したものとする。また不服申
立てによって、情報開示が引き起こしうる悪影響
よりも当該情報の開示がもたらす公共の利益の方
が重要であることを根拠として、開示請求した情
報入手の妨げとなっている本政策の例外規定を無
効とするよう、ADBの内部組織である情報開示諮
問委員会（PDAC）に申し立てることもできる。

実施にかかわる内部手続きは変更しない。他方、
情報公開の取り組みの強化と独立不服審査委員会
を運営するための新たなリソースが必要となる。■
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1．本書は、アジア開発銀行（ADB）が2005年に
導入した情報公開政策1 を改定したものである。
本書に説明される本情報公開政策は、2011年10月
25日に理事会によって承認され、2012年4月2日に
発効するもので、2005年政策の規定に取って代わ
るものとなる。

2．透明性と積極的な情報開示が引き続き現行政
策の最重要要素となっている。従来2本立てとな
っていた情報政策と開示政策に取って代わるもの
として、2005年政策は、ADBのコミュニケーショ
ンの取り組みに、より強固で焦点を絞ったアプロ
ーチを定めた。同政策は、情報開示に関して、ま
たADBの開発効果を支援する上での対外広報の役
割に関して、ADBの考え方の大きな転換を示すも
のでもある。2005年政策に義務づけられていると

おり、2010年から包括的レビューが行われた。

3．2005年政策のレビューは、事務総長を委員長
とする運営委員会の主導で行われた。同政策につ
いての経験や改善の余地について内部の職員から
意見を求めたほか、同政策とその実施について、
外部のステークホルダーにも評価と改善策につい
ての提言を求めた。書面による意見を求めるほか、
ADBは影響を受ける人々（被影響住民）を含むさ
まざまな関心のあるステークホルダー（利害関係
者）の意見を求めて12の加盟国で20回にわたり、
コンサルテーション・ワークショップも開催した。
ワークショップへの参加者数は、500人を超えた
（外部協議の経緯については付録１参照）。本書は、
このようにして得られた意見や提言を勘案したも
のである。■

1　 ADB. 2005. The Public Communications Policy of the Asian Development Bank: Disclosure and Exchange of Information. Manila.



2　ADB. 2008. Strategy 2020: The Long-Term Strategic Framework of the Asian Development Bank, 2008-2020. Manila
3　ADBおよびADB開発途上加盟国19カ国を含む100以上の国と開発機関によって2005年3月2日に承認された。
4　ADB. Assessment of the Implementation of the Public Communications Policy. http://www.adb.org/documents/series/assess-ADB. Assessment of the Implementation of the Public Communications Policy. http://www.adb.org/documents/series/assess-
ment-pcp-implementation
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情報公開政策の目的

4． ADBは、すべての人々に恩恵をもたらす（イ
ンクルーシブな）経済成長、環境に調和した持続
可能な成長ならびに地域統合の促進を通じて、貧
困の削減に取り組んでいる。この目的を達成する
ため、ADBは開発を支援するさまざまなプロジェ
クトやその他の活動に資金を提供している。ADB
のプロジェクトを、ニーズに見合い、実効性ある
ものにするためには、ADBは、借入人およびクラ
イアント、パートナーその他ステークホルダーの
意見を求めるとともに、彼らがADBの活動につい
て常に最新情報を把握しているように取り計らう
ことが必要である。強固なパートナーシップの基
盤となる相互理解と信頼を構築するには、ADBと
ステークホルダー間に双方向の情報の流れを作り
出すことがきわめて重要である。プロジェクトを
成功させる上できわめて重要なステークホルダー
の賛同を得るためには、ADBのプロジェクトや活
動において透明性があることが何よりも必要であ
る。さらに、いかなる機関であれ、自らの行動に
説明責任を負うことができるのが、グッドガバナ
ンスの重要な原則となる。透明性こそ説明責任の
必要条件である。

5． 情報公開政策の全般的な目的は、ステーク
ホルダーのADBに対する信頼およびADBへの関与
の可能性を高めることにある。政策は、人々が
ADBの業務について情報を要求し、受領し、伝え
る権利を認めている。政策は、知識の共有を支持
し、参加型開発あるいは被影響住民との双方向の
コミュニケーションを可能にするものである。政
策は、不開示することに足りる理由がないかぎり、
情報開示ありきとの前提に基づく。ADBは、政策
に基づき、制度、財務およびプロジェクトに関係
する情報を厳格な期限に従い、ADBのウェブサイ
トに積極的に開示する義務を負うこととなり、ま
た政策には、開示請求への対応や不服申立てに対

処する制度も定められている。ADB業務の開発効
果を高めるため、政策は、主として情報公開活動
の強化、ならびに加盟国の政策立案者やオピニオ
ンリーダーとの関係構築を通じて、ADBおよびそ
の業務についての認識と理解を促進する。

6． ADBは、いくつかの主要な取り組みを通じ
て、情報公開政策とその目的へのコミットメント
を強化してきた。ストラテジー2020は、ADBの業
務および活動における説明責任、参加および透明
性の重要性を認めている。2 透明性の強化はまた、
援助効果に関するパリ宣言3 の目的の中核を成す
ものでもある。ADBは、援助情報へのアクセス促
進を目指す複数のステークホルダーの取り組みで
ある国際援助透明性イニシアティブ（IATI）に署
名し、援助に関する手続きにそった詳細な情報を
タイムリーに公開し、援助の貧困削減効果を高め
るという決意を改めて表明した。

政策実施の評価

7．ADBは、2005年情報公開政策の実施について
モニタリングを行い、4回の年次評価報告書を発
表した。4 これらの詳細な評価は、ADBが同政策の
規定を遵守し、透明性を高め、コミュニケーショ
ンを改善し、ステークホルダーに対しより多くの
情報を利用可能にするなど、十分な成果をあげて
いることを示唆している。政策は、意見を求めた
外部ステークホルダーの大多数から高い評価を受
け、ADBの職員にも十分に理解されている。

8．全体として、ADBの制度やプロジェクトに関
係する情報は、これまで以上に積極的に、また要
請に応じて提供されてきた。2005年政策は、積極
的な広報と開示の改善が相互に支えあうものであ
ることを反映している。ADBは、同政策の導入に
よって、ADBのソブリンおよびノンソブリン・プ
ロジェクトの両方に関して公開される文書の範囲

2
2011年
情報公開
政策

情報公開における
ADBの実績



5　One World Trust. 2007. 2007 Global Accountability Report. London.
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を拡大しながら、ADBに対する認識、理解、信頼
の向上に向けて重要な一歩を踏み出した。アウト
リーチ活動や情報開示は、別個のものであるが重
複する部分も多く、情報の受け手が開発に関する
ADBの知識や情報を得る上で役立ち、よって開発
効果の向上と一般市民のADBに対する信頼の増大
をもたらした。

9． 総じて、ADBは情報開示ありきとの前提の
導入に成功したと言える。開示がタイムリーだっ
たとか、外部からの請求をどのように処理したか
といった、開示にかかる遵守は、継続的に向上し
ている。ワン・ワールド・トラスト（One World 
Trust）が2007年に発表した『Global Accountability 
Report（世界説明責任報告書）』において、ADB
は、透明性に関するグッド・プラクティスで満点
（100%）の評価を得た。5

10． ADBのウェブサイトへの掲載が義務づけら
れている情報は、現在その大半が入手可能となっ
ている。ADBのウェブサイトに掲載された文書の
数は、2005年9月から2010年12月の間に145％も
増加した。ウェブサイト上での情報のアクセス性
も増した。加えて、ADBは、外部から寄せられた
6,000件以上にのぼる情報や文書の開示請求を追
跡・処理した。情報提供の実績は95%に達してい
る。請求の半数以上は、プロジェクト情報に関す
るものだった。残りの請求の大半は、ビジネス機
会に関するものだった。問い合わせの約7%は、資
金提供やNGOとの協力の要請であった。請求のう
ち5%が却下されたが、その中で最大を占めたのは
ADB債発行に関する情報の請求であった。ADBは
また、2005年以前に作成された数多くの文書も利
用を許可し、開示した。しかしながら、今後とも、
政策の開示要件の完全遵守に向けて努力が必要で
ある。たとえば、義務づけられているプロジェク
ト・サマリーのすべてがADBのウェブサイトに掲
載されているわけではなく、また求められている
更新がすべてなされているわけでもない。これら
のサマリーのデータフィールドをより完全なもの
にする必要がある。

11． 内部ならびに外部レビューでは、一般に、
情報公開政策の承認以来、ADBが対外広報活動を
通じて評価と透明性を高めてきたことが明らかに
された。このことは、メディアでの認知度、アウ
トリーチ、メディアの注目およびウェブサイトの
アクセス数の大幅な増大によって裏付けされる。
ADBは、アウトリーチ活動をはじめ、主要な国際
フォーラムや会議での経営陣や職員によるスピー

チなどを通じて、一流メディアにおける認知度を
大いに高めてきた。ADBは3年毎に、世界各地のス
テークホルダーを対象に意識調査を行い、外部の
認識についてモニタリングを行っている。2006年
と2009年に実施した調査では、ステークホルダー
およびオピニオンリーダーの大多数がADBに対し
て肯定的な見方をしており、ADBがアジア・太平
洋地域において強力な開発効果を発揮していると
考えていることが明らかとなった。これはまた、
ADBに対する信頼性・信用性が高く、優れている
と認識されているとの結果であった。大半の回答
者が、ADBは広報活動の点でも満足でき、情報の
請求に対しても十分な対応を行っているとの見方
であったが、一方で改善の余地はあると回答した。
とりわけ、ステークホルダー、特に開発途上加盟
国（DMC）政府とのADBの知識成果物の共有の面
で、一段の努力が求められよう。情報公開政策の
レビューにおけるステークホルダーとの協議で
は、プロジェクトに関するコミュニケーションの
促進、とりわけ被影響住民との関わりと情報共有
の必要性を指摘する意見も聞かれた。

12． 2005年以降、ADBは、職員ならびに他のステ
ークホルダーが情報公開政策に基づく開示要件を適
切に理解できるよう、数々の説明会や意識啓発活動
を行ってきた。こうした取り組みは、同政策に義務づ
けられている情報開示を後押しするものとなった。

13． 情報公開政策の開示規則の実施を支援する
ため、ADBは、職員の新たなポストを設けたり、
定期的な職員研修や翻訳枠組みの開発に追加的な
リソースを新たに割り当てた。政策は、12の言語
に翻訳され、広く普及された。2005年7月には、
政策の実施状況をモニタリングするため、広報局
（DER）に情報公開・開示ユニットを新設した。同
ユニットは、ADB職員が政策の開示要件を満たす
のに必要なサービス、成果物およびツールを提供
しており、現在では、開示に関連するあらゆる事
項のADBの拠点と認識されるに至っている。

14． 経営陣もまた、積極的な情報公開をさらに
促す組織づくりにおいて重要な役割を果たしてき
た。ADBの効果的な広報力を高めるため、広報室
は広報局に格上げされ、総裁の直属下に置かれた。
同時にADBは、とりわけ各国内のアウトリーチ活
動において中心的役割を果たす現地事務所を強化
するため、対外広報に追加リソースを割り当てた。
現地における積極的な対外広報を支援するため、
2005年以降、8つの対外広報担当官のポストが新
設された。
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15． 経営陣の主導の下、情報公開政策により
ADB全体を通じて開示に対する意識改革が遂げら
れた。総じて、職員は透明性の数多くの利点を認
識し、開示への配慮を深めている。とはいえ、開
示要件は高い水準で遵守されているものの、期限
の遵守を含め徹底した遵守を達成するためには、
なすべきことはまだ多い。

16． ADBの情報センターおよび寄託図書館プロ
グラムのレビューが行われ、アジア・太平洋地域

におけるADBに関する情報へのアクセスを改善す
るため、諸手続の合理化が行われた。2009年と
2010年には、数カ国のマルチドナー情報センター
において、複数の国際機関による新たなパートナ
ーシップが試験的にスタートしたほか、一部の寄
託図書館が「アジア開発リソース・センター」に
格上げされた。これらの新たな取り組みについて
は、今後レビューが行われ、ADBの知識成果物の
ビジビリティとアクセス性の向上に有効であるか
どうかの評価がなされる。■
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17． 情報の自由に対する意識は、この20～30
年間で、世界規模で大きく変わった。情報の自由
は、「市民的および政治的権利に関する国際規約」
にもあるように、基本的人権として認められてい
る。透明性向上に対する要求や、官民問わず企業
に求められる説明責任の水準は高まるばかりであ
る。多くの国が情報の自由を憲法に謳うようにな
った。近年こうした動向はますます強くなり、情
報の自由はもはや目指すべき高い目標ではなく、
行使されるべき権利とみなされるようになった。
多くの国において、政府の情報を知る権利を国民
に保障する画期的な法律が承認されており、そう
した法を導入している国は現在80カ国を超える。

18． ADBが情報公開政策を導入してから現在ま
での間、通信技術も進化を遂げてきた。ソーシャ
ル・メディアなどの新しい媒体の利用増に伴い、
今ではより多くの情報がより多様な方法でより多
くの人々にもたらされるようになった。透明性と、
透明性達成のためのベスト・プラクティスについ
て理解が深まるにつれ、公共・民間・非営利機関

によって提供される情報の範囲・種類・配信に対
する一般市民の期待も高くなっている。開発プロ
グラムの費用と効果も、より綿密に精査されてい
る。

19． アフリカ開発銀行、欧州復興開発銀行、欧
州投資銀行、米州開発銀行、国際金融公社そして
世界銀行など、大半の国際開発金融機関は、情報
開示政策を最近改正したか、見直しを進めている
（他の国際開発金融機関における情報開示につい
ては付録2を参照。付録3では、ADBの2005年政策
と本書で説明している改定版の政策、ならびに世
界銀行および米州開発銀行の情報アクセス政策と
の比較を行っている）。新政策は、採択されたも
のも提案中のものも含め、その特徴や特性におい
て共通点が多い。とりわけこれらの政策は、情報
開示ありきとの前提と、最大限の情報アクセスの
原則が基盤となっている。ただし情報の一般公開
には、限定的ながら明確な例外が設けられている。
これらの政策にも、明確な開示手続と不服申立て
制度が盛り込まれている。■
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2005年政策の
増強案

20． 2005年政策のレビューでは、ADBの情報
公開政策全般は今なお適切であり、情報開示のグ
ッド・プラクティスに関してADBは、他の国際開
発金融機関と比べて遜色ないことが明らかになっ
た。とはいえ、2005年政策の強化を図りうる領域
として5点が確認された。この5領域を第21項から
25項に説明する。

21． 独立不服審査委員会：2005年政策は、却下
された情報請求について検討を行う内部組織とし
て、情報開示諮問委員会（PDAC）を規定しているが、
PDACに提訴されたのは5事例のみであった。一方、
政策レビューにおいては、独立した外部不服審査
機関がないことが、ステークホルダーから弱点と
して指摘された。ADBが最先端のベスト・プラク
ティスを実践し続けられるようにするため、PDAC
による決定を検討する「独立上訴委員会」（IAP）
を設置することとなった。

22． 例外事項のさらなる明確化：2005年政策が
示している開示の例外事項リストは、構造が明確
でなくわかりにくいとの意見が寄せられた。そこ
で、見出しを明示して、それに従ってリストを再
編した。一部の例外事項については、関連情報の
開示が例外扱いとなることで保護される便益に対
し、開示された場合に及ぼしうる悪影響を明らか
にして、例外扱いの範囲を厳格化した。

23． 意思決定前の理事会文書へのアクセス：
2005年政策のレビューでは、文書案を一般市民に
公開・共有する時期が、改善点のひとつとして指
摘された。セーフガード政策（2009年）などステ
ークホルダーに直接影響を及ぼす政策ならびにセ
クター・テーマ別の政策や戦略については、ADB
はすでに、協議案をウェブサイトに掲載したり、
各国内での会合を開催して、ステークホルダーか
らの意見を募っている。しかしながら、こうした
協議が実施された後、理事会の意思決定プロセス
の中で理事会に提示される草案をステークホルダ
ーが入手できる機会は設けられておらず、理事会
が検討を終了して初めて、最終的な文書がADBの
ウェブサイトに掲載される。これらの政策や戦略
の準備にステークホルダーが参加することの重要

性を強調するため、情報公開政策は、ワーキング・
ペーパーや公開協議を経た政策および戦略ペーパ
ーの最終ドラフト案を、これらのペーパーが理事
会に検討用として回覧されるのと同時に、ADBの
ウェブサイトに掲載することを定めることとなっ
た。同様に、ソブリン向け融資プロジェクトに対
する提案、また地域協力戦略（RCS）や国別支援
戦略（CPS）の最終案も、関係加盟国の同意を条
件に、理事会に回覧されるのと同時に、ADBのウ
ェブサイトに掲載されることになる。

24． 情報公開の手法：2005年政策では、情報公
開政策の実施を支援するため、2005年政策で定め
られた対外広報戦略が情報公開に重点を置くこと
となった。情報が意図した受け手に確実に伝わる
ようにするには、情報を開示するだけでは不十分
である。2005年政策は、さまざまな種類の情報
の受け手が容易に情報にアクセスできるよう、さ
まざまな特性を定めているが、一部の事例におい
ては努力が十分とは言えなかった。また、事例に
よっては、関係者が直接対面するといった直接的
な手法や、ローテクのアプローチによる情報共有
が必要な場合もある。政策実施のために必要なこ
とを網羅することを対外広報戦略とするのではな
く、総合的な政策目標との関係を強め、情報共有
における実務面に重点を移すという考え方であ
る。ADBが支援するプロジェクトやプログラムに、
コミュニケーションや情報共有を不可欠な要素と
して確実に組み込むことによって、プロジェクト・
サイクルの期間中に被影響住民をはじめ、関心あ
るステークホルダーとの関わりをさらに強化す
る。ADBはまた、域内の知識集約型経済の発展を
支援するため、オンラインおよびハードの双方の
形態で知識成果物の普及に努める。加えて、地域
規模あるいは国内規模の会議、その他のイベント
などを活用して、各国政府関係者やその他の主要
な情報の受け手とADBの知識成果物を共有し、意
見交換を行う。

25． 情報開示の拡大：2005年政策には、理事
会での発言録の開示は規定されていなかった。本
情報公開政策では、本政策の例外事項に該当する
情報が含まれていない、またはかかる情報に言及



2005年政策の増強案

11

していないことを条件に、理事会の正式な会合で
の発言録を要求に応じて10年後に開示することを
認めるものとする（第84項）。本政策はまた、監
査後のプロジェクト勘定収支報告書の開示（第62

項）、経営陣および理事・理事代理の基本給の開示
（第90項）、ならびにプロジェクト・データシート
の関係国言語への翻訳（第42項）を規定する。■



6　 クライアントの秘密業務情報は公表しないという法的拘束力のある約束が、ADBの競合先ならびに民間セクターの金融機
関がクライアントと取引を行う上での標準的な要件である。秘密業務情報の保護の必要性はまた、情報自由の法規におい
ても広く認められており、極秘で入手された商業情報の公表の例外を含む。
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情報公開政策

26. 本情報公開政策は、ステークホルダーの
ADBに対する信頼と、ADBと協働する関与の可能
性を高め、よってADB業務の開発効果の向上を目
的とする。本政策は、透明性、説明責任および参
加型開発を促進するものである。本政策は、ADB
が作成、または作成を依頼する文書の開示要件を
規定する。本政策の原則を第27項から33項に説明
する。

27. 積極的な開示：ADBは、ADBの業務活動に
関する知識や情報、ならびにADBの見解をステー
クホルダー、および一般市民と積極的に共有する
ものとする。ADBのウェブサイトが積極的開示の
主な手段となるが、情報の意図する受け手、情報
の受け手、あるいは情報開示が目指す目的によっ
ては、他の開示・普及手段の使用も求める。積極
的な開示は、ADBおよびその業務に関する重要な
情報が規定の期限に従って公開され、もってADB
の意思決定に参加できるということをステークホ
ルダーに確信させる上で重要である。ADBはまた、
個別の情報請求にも応じて情報を開示する。

28. 本政策の他の規定による制約がないかぎ
り、情報として理事会に提出される文書は、理事
会に回覧され次第、ADBのウェブサイトに掲載す
るものとする。審議のために理事会に提出される
理事会の文書の大半は、理事会による承認または
了承がなされる前に、ADBのウェブサイトに掲載
するものとする（第38項、58項および72項）。審
議のために理事会に提出される残りの理事会文
書は、理事会によって承認または了承され次第、
ADBのウェブサイトに掲載するものとする。

29. 情報開示ありきとの前提：本政策は、情報
開示ありきとの前提に基づくものである。したが
って、ADBが作成、または作成を依頼するすべて
の文書は、第97項および101項に定める本政策の
例外事項に該当する情報を含まない限り、開示さ
れる。

30. 入手した情報および見解を伝える権利：
ADBは、ADBが支援する活動に関する情報や見解
に対して、人々が要求し、受領し、伝える権利を
認める。ADBは、時宜にかなった明確かつ適切な
方法で、情報を提供するものとする。これにより
ADBは、被影響住民を含むステークホルダーと意
思疎通を図り、彼らの話を聞き、意見や評価を検
討する。情報は、プロジェクトの設計や実施にあ
たり、被影響住民が有意義な情報や意見を提示で
きるよう十分に早い段階で、彼らに提供されるも
のとする。ADBは、選択的に情報を開示してはな
らない。人々は、ADBが本政策の条件およびその
実施取り決めに従って本政策に基づき開示する情
報を等しく入手できる。

31. 各国の主体性（オーナーシップ）：ADBは、
開発途上加盟国（DMC）においてADBが支援する
活動に関して、各国の主体性が重要であるとの認
識にある。したがって、特定の文書を開示するに
あたっては、開示の内容および時期についてDMC
の見解を考慮するものとする。

32. 例外事項の限定：完全な開示が必ずしも可
能ではない場合もある。たとえば、ADBは、案を
練り、情報を共有し、内部やADBの加盟国と率直
な議論を行ったり、ノンソブリン業務の特別な要
件に配慮する必要がある。6 ADBは、職員のプライ
バシーを守り、ADB自身およびクライアントの正
当な事業利益を保護するものとする。しかしなが
らこうした例は限定的である。ADBは、ADBが作成、
または作成を依頼するすべての情報を、かかる情
報が第97項および101項に定める本政策の例外事
項に該当しないかぎり、開示する。ただし、情報
開示が引き起こしうる悪影響より、その開示がも
たらす公共の利益の方が重要とADBが判断した場
合には、ADBは、本政策の例外事項を無効にする
権利を保有する。一方、通常であれば開示する情
報について、かかる情報の開示がもたらす便益よ
りも、開示が引き起こす、または引き起こす可能
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性がある悪影響の方が重大とADBが判断した場合
には、ADBはかかる情報を例外的に開示しない権
利も保有する。

33. 不服申立ての権利：本政策は、情報の開示
請求者がその請求をADBが本政策に違反して却下
したと判断した場合、当該情報請求者に対して2
段階の不服申立手続きを利用できる権利を認めて
いる。不服申立手続きの信頼性を高めるため、第
2段階はADBから独立したものとする。不服申立て
はまた、情報開示が引き起こしうる悪影響よりも
かかる開示がもたらす公共の利益の方が重要であ
ることを根拠として、請求した情報の入手の妨げ
になっている本政策の例外事項規定を無効とする
よう、情報開示諮問委員会（PDAC）に対して申し
立てることもできる。

34. 他の政策との関係：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。ただし、本政策は、そうした文書作成の要件
を定めるものではない。ADBの他の政策への適用
は、情報公開政策全体にわたってなされている。
ADBの他の政策への適用は、ADBによって随時改
定される当該政策を含む。情報公開政策の開示規
定（他の規定はそのかぎりでない）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に
は、情報公開政策の開示規定が優先するものとす
る。本情報公開政策の発効日以降にADBによって
策定または改定された政策や戦略には、当該政策
や戦略に基づいて作成が求められる文書、および
その他情報に関して開示要件を明示することとす
る。かかる開示要件は、情報公開政策の原則と一
致するものとする。■



7　 ステークホルダーには、必要に応じてDMC政府、開発パートナー、民間セクター、およびNGOを含む市民社会が含まれ
る。

8　 たとえば、各国およびポートフォリオ指標。
9　 たとえば、経済、貧困、およびジェンダー分析、ならびに民間セクターおよびガバナンスリスク評価。
10　PDSは、2005年政策に基づき義務づけられていたプロジェクト情報文書（PID）に取って代わるものである。
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開示の詳細

35. ADBは、開発活動を準備・実施するにあた
り、借入人およびクライアントと緊密に協力して
いる。そのなかで、ADBは、借入人およびクライ
アントに対し、ADBが支援する業務に関する情報
が開示ありきという前提について伝達することに
なる。必要に応じてそれぞれの借入人またはクラ
イアントと協議の上、第97項および101項にある
開示の例外事項に該当する場合を除き、以下の文
書を規定の期限に従いADBのウェブサイトに掲載
するものとする。

国別支援戦略および地域協力戦略

36. 国別支援戦略（CPS）は、開発途上加盟国
（DMC)それぞれと協働するためのADBの枠組みで
ある。CPSは、国レベルにおいて開発成果を出す
ための業務プログラムを設計する主たる基盤であ
る。地域協力戦略（RCS）は、アジア・太平洋域
内のADBが定める特定地域において地域協力の目
指す目的を達成するための戦略である。

37. ADBは、むこう1年間に作成される予定の新
たなCPS、暫定CPS、およびRCSのリストを管理し、
ADBのウェブサイトに順次掲載するものとする。
ステークホルダー7 との協議を促進し、ステーク
ホルダーが彼らの国および地域におけるCPS、暫
定CPS、およびRCSの策定に貢献できるようにする
ため、これらの文書案およびその他有用な背景情
報を国内で共有することによって、作成の過程に
おいてステークホルダーの意見を求める。

38. ADBは、関係加盟国の同意を得ることを条
件に、CPS、暫定CPS、およびRCSを同意を得るた
めに理事会に回覧すると同時に、ADBのウェブサ
イトに掲載するものとする。当該加盟国が早期の
開示に同意しない場合は、文書は、理事会の同意
を得次第、ADBのウェブサイトに掲載される。同
時開示のこの要件は、本政策の発効日以降に経営

陣審査委員会の会合もしくはそれに類するものを
完了しているCPS、暫定CPS、およびRCSに適用さ
れるものとする。

39. ウェブサイト上に開示されたCPSおよびRCS
の中から、リンクを通じて引用される主要な関係
文書8 についても、CPSおよびRCSと同時にADBの
ウェブサイトに掲載するものとする。CPSおよび
RCSの作成に用いられる、その他のテーマ・セク
ター別の分析や評価9 は、その最新版も含め、利
用可能になり次第、ADBのウェブサイトに掲載す
るものとする。

40. CPS、暫定CPS、およびRCSに関する各理事
会の議論の議長総括は、理事会への最終回覧が行
われ次第、ADBのウェブサイトに掲載するものと
する。当該国において英語が対象となるステーク
ホルダーに広く使用されていない場合には、理事
会による同意後90暦日以内に、ADBはCPSおよび
暫定CPSを当該国の言語に翻訳し、その翻訳版を
ADBのウェブサイトに掲載するものとする。

41. ADBは、国別業務事業計画および地域協力
業務事業計画（特定の開発途上加盟国（DMC)また
は特定の地域に対する融資および非融資プロジェ
クトのリスト）、ならびにウェブサイト上でリンク
されたそれらに関連する文書が理事会に回覧され
次第、ADBのウェブサイトに掲載するものとする。

プロジェクトおよびプログラム

プロジェクト・データシート

42. プロジェクトやプログラムの外部ステーク
ホルダーに対しプロジェクトやプログラムの組
成・実施中に情報を提供するため、ADBは、プロ
ジェクトまたはプログラムの要約情報を付したプ
ロジェクト・データシート（PDSs）10をADBのウェ



11　最終的な設計およびモニタリングの枠組みも、総裁の報告と勧告の一部としてADBのウェブサイトに掲載される。
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ブサイトに掲載するものとする。PDSは作業中の
文書であるので、その初期版には一部の情報が含
まれていない場合もあるが、入手可能になり次第
追加されることとなる。プロジェクトまたはプロ
グラムの準備期間中、プロジェクトのパフォーマ
ンス評価の基盤となる設計、およびモニタリング
の枠組み案が策定されるが、この枠組み案の主な
情報はPDSに反映される。11PDSのウェブページに
は、プロジェクト・サイクル中に作成される関係
文書へのリンクが掲載される。あらゆる融資およ
びグラント（無償資金協力）プロジェクト、なら
びにプロジェクト準備技術協力（TA）案件につい
ては、ADBは、主な節目にPDSを当該国の言語に
翻訳し、翻訳版をADBのウェブサイトに掲載し、
適切なチャンネルを通じて各国内で利用可能とす
る。本政策の発効日以降、コンセプト・ペーパー
が承認された融資およびグラント・プロジェクト
ならびにプロジェクト準備技術協力案件にはこの
ような翻訳版の掲載が求められることとなる。

ソブリン・プロジェクトの 
プロジェクト・データシート

43. ソブリン・プロジェクトまたはプログラム
の初期PDSは、プロジェクトまたはプログラムの
コンセプト・ペーパーが承認され次第、ADBのウ
ェブサイトに掲載されるものとする。マルチトラ
ンシュ型融資における初回トランシュの初期PDS
は、トランシュの実地調査が完了し次第、掲載さ
れるものとし、それ以降の各回トランシュについ
ても、当該トランシュの実地調査が完了し次第、
掲載されるものとする。実地調査が行われない場
合には、PDSは、署名入りのトランシュの引出し
請求をADBが受理し次第、掲載されるものとする。

44. ADBは、プロジェクトの状況を反映させる
ため、PDSを更新する。更新は、少なくとも年2
回、必要に応じて随時実施し、活動と問題点、成
果に向けた進捗状況、および実施状況を反映させ
る。ADBがソブリン・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、該当するPDS
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PDSを終了
後12カ月間、ADBのウェブサイトに掲載したまま
とする。

ノンソブリン・プロジェクトの 
プロジェクト・データシート

45. ADBは、ノンソブリン・プロジェクトの初

期PDSを、プロジェクトが理事会に提示される見
込みであるとADBが判断した後、理事会による検
討が行われる30暦日前までに、ADBのウェブサイ
トに掲載するものとする。環境セーフガード上の
カテゴリーAに分類されるプロジェクトについて
は、ADBは、理事会による検討が行われる少なく
とも120暦日前に、ADBのウェブサイトにPDSを掲
載するものとする。

46. ADBは、プロジェクトの状況を反映させる
ため、PDSを更新する。更新は、少なくとも年2回、
必要に応じて随時実施し、活動と問題点、開発目
的の状況、および実施状況を反映させる。ADBが
ノンソブリン・プロジェクトへの関与を終了する
場合には、該当するPDSにADBの関与終了につい
ての説明を明記する。ADBは、終了したプロジェ
クトのPDSを終了後12カ月間はADBのウェブサイ
トに掲載する。

被影響住民、その他の関心ある 
ステークホルダーに対する情報

47. 被影響住民や、女性、貧困層その他の弱者
などの関心あるステークホルダーとの対話を促進
するため、ソブリン、ノンソブリン・プロジェク
トおよびプログラムに関する情報（環境および社
会問題を含む）をこれらの人々が理解できる方法、
形式、および言語で、また利用可能な場所におい
て、これらの人々が利用できるようにするものと
する。ADBは、借入人またはクライアントと緊密
に協力して、かかる情報が確実に提供されて、提
案されている案件の設計に対する意見や評価が求
められるよう、また被影響住民およびその他の当
該ステークホルダーと定期的に連絡するためのプ
ロジェクトに関する連絡先を設けることとする。
このプロセスは、これらの人々の意見がプロジェ
クト設計に十分に検討されうるよう、プロジェク
ト準備の早い段階で開始され、プロジェクトまた
はプログラムの準備、組成、および実施の各段階
で継続されるものである。ADBは、実施中にステ
ークホルダーの意見や評価が確実に考慮されるよ
う、プロジェクトまたはプログラムを設計する。
ADBはまた、プロジェクト範囲の大幅な変更およ
び予想される影響についての関連情報も被影響住
民およびその他の当該ステークホルダーと確実に
共有されるようにする。

48. 第47項の要請を実施するため、ADBは、被
影響住民およびその他の関心あるステークホルダ
ーによる協議と参加にあたり、重要な要素といえ



12　 この情報は、被影響住民に理解できる言語でパンフレット、チラシまたは小冊子にして利用可能にしてもよい。非識字
者に対しては、他の適切なコミュニケーションの方法が用いられる。

13　 更なる審査ミッションが必要とされない場合には、文書は、ソブリン・プロジェクトについては、経営陣によるレビュ
ー会合または職員による第1回レビュー会合の前に、ノンソブリン・プロジェクトについては、投資委員会の最終会合の
前に、掲載されるものとする。
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るプロジェクトまたはプログラムのコミュニケー
ション戦略を策定するにあたり、開発途上加盟国
（DMC）政府および民間セクターのクライアント
を支援する。当該戦略は、被影響住民との対話に
関与し、一般市民の情報アクセスを拡充する方法
を詳細に説明することによって、借入人やクライ
アントが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、草の根レベルの市
民および市民社会団体の開発プロセスへの関与を
増大させるだろう。これは、協議・参加計画やプ
ロジェクト管理マニュアルなどのさまざまな文書
に (i) 開示すべき情報の種類、(ii) 言語や時期を含
む公示の方法、ならびに(iii) 情報の開示と普及を
実施・モニタリングする責任を明記することによ
って行われる。

プロジェクトのセーフガード文書

49. ADBの環境上および社会的セーフガードで
求められる被影響住民に対する情報開示は、ソブ
リンでもノンソブリン・プロジェクトでも同一で
ある。

50. 借入人およびクライアントは、第51項から
第53項において列記されている文書の情報を含む
環境、移転、および先住民族に関する関連情報を、
時宜を得た方法で、利用可能な場所において、被
影響住民が理解可能な形式と言語で提供するもの
とする。12

環境

51. ADBは、セーフガード政策文書に基づく要
請に従い、借入人およびクライアントによって提
出される次の文書をADBのウェブサイトに掲載す
るものとする。
ⅰ　 環境カテゴリーAプロジェクトについては、

理事会による検討が行われる少なくとも
120暦日前に、環境影響評価（EIA）報告案；

ⅱ　 内部審査前に、環境評価およびレビューの
枠組み案（該当する場合）； 13

ⅲ　 ADBによって受理され次第、EIA最終版また
は初期環境調査（IEE）；

ⅳ　 ADBによって受理され次第、プロジェクト
の実施中に作成される、新規の、または更
新されたEIAならびにIEE、および是正措置
計画修正版（作成される場合）；

ⅴ　 ADBによって受理され次第、環境モニタリ
ング報告書

移転

52. ADBは、セーフガード政策文書に基づく要
請に従い、借入人およびクライアントによって提
出される次の文書をADBのウェブサイトに掲載す
るものとする。
ⅰ　 内部審査前に、借入人およびクライアント

によって同意された移転計画案および移転
の枠組み（脚注13参照）；

ⅱ　 被影響住民の調査完了後に、借入人および
クライアントによって同意された最終移転
計画；

ⅲ　 ADBによって受理され次第、プロジェクト
の実施中に作成される新規の、または更新
された移転計画、および是正措置計画（作
成される場合）；

ⅳ　 ADBによって受理され次第、移転モニタリ
ング報告書

先住民

53. ADBは、セーフガード政策文書に基づく要
件に従い、借入人および／またはクライアントに
よって提出される次の文書をADBのウェブサイト
に掲載するものとする。
ⅰ　 審査前に、借入人およびクライアントによ

って同意された先住民計画案（IPP）および
先住民計画立案枠組み（脚注13）；

ⅱ　 ADBによって受理され次第、IPP最終版；
ⅲ　 ADBによって受理され次第、プロジェクト

の実施中に作成される新規、または更新さ
れたIPP、および行動計画修正版（作成され
る場合）；

ⅳ　 ADBによって受理され次第、先住民モニタ
リング報告書

国別セーフガード制度

54. ADBは、ADBの支援するプロジェクトにお
ける国内セーフガード制度の適用に関するセーフ
ガード政策文書に基づく要請に従い、次の文書を
ADBのウェブサイトに掲載するものとする。
ⅰ　 完成次第、パブリック・コメントを求める

ための国、地方、セクター、または機関レ



14　 150万ドル以下のプロジェクト準備技術協力については、プロジェクトのコンセプト・ペーパーに添付されるTA報告書
を、コンセプト・ペーパーが承認され次第、ADBのウェブサイトに掲載するものとする。

15　 たとえば、法的契約など。
16　 ADBは、ADBによって締結されたノンソブリン・プロジェクトの法的契約、またはかかる契約の修正を開示してはならな
い。これには、商業的な協調融資契約も含まれる。

開示の詳細
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ベルにおける同等性および適用性評価案；
ⅱ　 完成次第、同等性および適用性評価最終報

告書；
ⅲ　完成次第、国内セーフガード制度が変更さ
れた場合、変更後の評価

55. プロジェクト・レベルにおける適用性評価
に関連した開示は、第51項から第53項に定める、
プロジェクト準備の段階での通常のセーフガード
文書開示プロセスに従う。

貧困・社会の初期分析

56. 貧困・社会の初期分析（IPSA）は、貧困の
範囲を調査し協議と参加、ジェンダーと開発、社
会的セーフガードとプロジェクトの設計期間中に
て対処されるべきその他の社会的リスクなどの社
会問題の現状を把握するため、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る。
ADBは、ソブリン・プロジェクトまたはプログラ
ムに関しては、プロジェクトまたはプログラム
のコンセプト・ペーパーが承認され次第、IPSAを
ADBのウェブサイトに掲載するものとする。ノン
ソブリン・プロジェクトに関しては、与信承認プ
ロセスが完了し次第、IPSAをADBのウェブサイト
に掲載するものとする。

技術協力報告書および 
技術協力により作成される文書

57. 技術協力（TA）報告書は、ADBによる技術
協力の提供とその資金調達について説明する文書
である。ADBは、関係当局によって承認され次第、
TA報告書をADBのウェブサイトに掲載するものと
する。14 ADBは、技術協力プロジェクトから作成さ
れるコンサルタントによる最終報告書を、完成次
第、ADBのウェブサイトに掲載するものとする。
政策に関する技術協力や助言型の技術協力および
能力開発に関わる技術協力は慎重に扱うべき問題
が対象となっている場合もあるため、ADBは、当
該政府に対して、かかる技術協力の下で作成され
る最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。本政策の情報開示ありきの前提に従
い、かかる文書の編集または保留はいかなるもの
も、本政策の例外に基づくものとする。

総裁の報告と勧告および関係文書

58. 総裁の報告と勧告（RRP）は、ADBのプロジ
ェクトおよびプログラムに対する承認を得るため
に理事会に諮る文書である。ADBは、ソブリン・
プロジェクトのRRPを、関係加盟国の同意を条件
に、RRPが理事会に回覧されるのと同時に、ADBの
ウェブサイトに掲載するものとする。関係加盟国
がRRPのかかる早期の開示に同意しない場合には、
ADBは、RRPが理事会によって承認され次第、RRP
をADBのウェブサイトに掲載するものとする。こ
の同時開示の要請は、本政策の発効日以降に融資
交渉が行われるADBのプロジェクトおよびプログ
ラムに適用されるものとする。実施詳細を説明す
るプロジェクト管理マニュアル等のソブリン・プ
ロジェクトのRRP関係文書は、一定の種類の文書
について本政策に特段の規定がないかぎり、RRP
のADBのウェブサイトへの掲載と同時に、ウェブ
サイトにリンクされる独立した文書として開示さ
れるものとする。15 ノンソブリン・プロジェクトに
ついては、ADBは、理事会によって承認され次第、
業務上の機密情報、およびプロジェクトまたは取
引リスクに関するADBの評価を除外したRRPの簡略
版を、ADBのウェブサイトに掲載するものとする。

法的契約

59. ADBは、本政策の発効日以降に締結される
ソブリン・プロジェクトのすべての法的契約を、
交渉時に第97項に明記される本政策の例外事項に
該当すると特定された情報を除き、契約が締結さ
れ次第、ADBのウェブサイトに掲載するものとす
る。16 ADBは、借入人の同意が得られれば、法的契
約案を請求があり次第開示することができる。法
的契約が修正される場合には、ADBは、かかる修
正を、交渉時に第97項に明記される本政策の例外
に該当すると特定された情報を除外した上で、そ
の発効から2週間以内に、ADBのウェブサイトに掲
載するものとする。

60. ADBは、1995年1月1日から2005年9月1日
の期間中に締結されたソブリン・プロジェクトの
法的契約およびその修正を、契約および修正の交
渉時に関係国政府が秘密情報と特定した情報を除
き、請求があり次第、開示するものとする。

61. 1994年12月31日以前にADBによって締結さ



17　 ADBによる同意要請から30暦日以内に関係国政府が該当文書の開示反対を通知しないかぎり、ADBは、契約情報の開示
請求者に対し、請求から60暦日以内に契約情報を開示するものとする。

18　 プロジェクトの監査済み年次決算報告書の開示手続きは、それぞれの借入人と話し合いの上合意し、各プロジェクトの
融資契約に組み込まれる。

19　 OAIは、ADBが資金提供する活動または職員に関連する不正行為、汚職、その他ADBの汚職防止政策違反の申立を受理
し、調査する権限を有する部署である。
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れたソブリン・プロジェクトの法的契約およびそ
の修正について開示請求があった場合、ADBは該
当文書を開示する前に、関係国政府の同意を求め
るものとする。17

監査後のプロジェクト勘定収支報告書

62. ADBは、本政策の発効日以降に交渉の招請
状が発行されるソブリン・プロジェクトの監査後
の年次プロジェクト収支報告書をADBのウェブサ
イトに掲載するものとする。18

主たる変更点

63. ADBは、プロジェクト範囲の大幅な変更に
関する承認を得るために理事会に諮る文書を、理
事会の承認次第、ADBのウェブサイトに掲載する
ものとする。ノンソブリン・プロジェクトについ
ては、業務上の機密情報を除いた簡略版を掲載す
るものとする。

政策ベースの融資および 
グラントのトランシュのリリースに関する 
進捗報告書

64. トランシュのリリースに関する進捗報告書
は、開発途上加盟国（DMC）に対する政策ベース
の融資・グラント（無償資金協力）の実施とその
条件の遵守の状況についてレビューし、評価する
ものである。ADBは、理事会または経営陣によっ
て承認され次第、かかる進捗報告書をADBのウェ
ブサイトに掲載するものとする。

完了報告書

65. ADBは、プロジェクト、プログラムおよび
技術協力の完了報告書を理事会に回覧次第、ADB
のウェブサイトに掲載するものとする。詳細年次
レビュー報告書と呼ばれるノンソブリン・プロジ
ェクトの完了報告書は、商業的に慎重に扱うべき、
または機密業務情報を除き、簡略した形態で掲載
される。

プロジェクトおよび 
プログラムに関連するその他の情報

独立評価

66. ADBは、独立評価局（IED）によって計画立
案された独立評価のリストをADBのウェブサイトに
掲載するものとする。このリストは、理事会によって
承認される3カ年業務計画に基づくものである。

67. ADBは、理事会の開発効果委員会（DEC）
によって議論され、ADBのウェブサイトに掲載さ
れるIEDの年次評価報告書を除き、すべての独立評
価報告書を、経営陣および理事会に回覧され次第、
ADBのウェブサイトに掲載するものとする。ノン
ソブリン業務の評価については、商業上の機微事
項および業務上の機密情報を除き、編集版をADB
のウェブサイトに掲載する。

68. DECによって議論される評価報告書につい
ては、理事会に回覧され次第、DEC委員長の総
括をADBのウェブサイトに掲載するものとする。
ADBはまた、独立評価に対する経営陣の見解、お
よび経営陣の見解に対するIEDのコメントがある場
合にはそれも併せて、ADBのウェブサイトに掲載
するものとする。

協調融資情報

69. ADBは、ADBのウェブサイトに協調融資を
必要とするプロジェクトの要約を掲載するものと
する。主要な条件など、プロジェクトの正式な協
調融資に関する情報がある場合には、ADBのウェ
ブサイトに掲載するそれぞれのTA報告書または
RRPの中で、それらを開示するものとする。ADBは、
協調融資者が反対しないかぎり、ADBと二国間ま
たは多国間協調融資者との間の個別プロジェクト
の協調融資協定、フレームワーク協定、信託基金協
定をはじめとする公的機関との協調融資の協調融
資協定を、請求があり次第、開示するものとする。

汚職防止情報

70. ADBは、ADBの汚職防止・公正管理部（OAI）
の年次報告書を完成次第、ADBのウェブサイトに
掲載するものとする。19 OAIの年次報告書には、調
査に関する統計情報ならびに調査やプロジェクト



20　 ADB、アフリカ開発銀行、米州開発銀行、欧州復興開発銀行および世界銀行グループ間で2010年4月9日に締結された取
引資格停止決定の相互適用合意；http://www.adb.org/documents/agreement-mutual-enforcement-debarment-decisions

21　プロジェクト管理マニュアルを含め、RRPおよび関係文書の開示の時期については、第58項を参照のこと。
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調達関連評価から提起された重要な提言や課題が
盛り込まれる。ADBは、OAIが実施するプロジェク
ト調達関連評価の報告書を完成次第、掲載する。
OAIの報告書は、本政策の開示前提の例外事項に
該当する情報を除外して編集されるものとする。
ADBは、加盟国政府と調査結果を共有することが
できる。

71. ADBは、ADBによって取引資格を停止され
た者に関する情報を、加盟国政府、他の国際開発
金融機関、二国間協調融資者、および知る必要性
があると実証されたその他の者と共有するものと
する。ADBは、ⅰ　制裁に違反した取引資格停止者、
ⅱ　2回以上ADBの1998年汚職防止政策（以降の
改訂版を含む）に違反した取引資格停止者、ⅲ　
合理的な努力を払っても連絡の取れない取引資格
停止者、およびⅳ　ADBが他の国際開発金融機関
と締結している取引資格相互停止合意20に従い取
引資格停止となった者のリストを含め、取引資格
停止に関する情報を、ADBのウェブサイトに掲載
するものとする。

政策および戦略

公開協議の対象となる政策および戦略

72. ADBは、ADBのセーフガード、セクター別、
テーマ別政策および戦略の策定ならびにレビュー
にあたっては、加盟国政府およびその他の関心あ
るステークホルダーの参加を求める。ADBは、今
後12カ月間に策定またはレビューされる予定とな
っている、かかる政策および戦略のリストを、順
次、ADBのウェブサイトに掲載するものとする。
ADBは、予想される外部の情報の受け手との直接
会合を含め協議の計画を、当該計画が完了し次第、
ADBのウェブサイトに掲載するものとする。ADB
は、かかる政策または戦略ペーパーの協議案を少
なくとも1案、ADBのウェブサイトに掲載するもの
とする。ADBは、公開協議プロセスを経た政策お
よび戦略のワーキング・ペーパーおよび最終案を、
それらが理事会に回覧されるのと同時に、ADBの
ウェブサイトに掲載するものとする。本要請は、
本政策の発効日以降に理事会に回覧される政策お
よび戦略のワーキング・ペーパー、および最終案
に適用されるものとする。

その他の政策および戦略

73. ADBは、その他のADBの政策および戦略
ペーパーを、それらが承認または同意され次第、
ADBのウェブサイトに掲載するものとする。

議長総括

74. 正式な理事会において理事会の承認または
同意を得た個別の政策または戦略に関する議長要
約は、理事会への最終回覧がなされ次第、ADBの
ウェブサイトに掲載されるものとする。

業務規則および手続き

75. ADBは、『業務マニュアル』のセクション
（ADBの政策および業務手続き）、プロジェクト管
理指示書、およびADB業務に関する職員ハンドブ
ックを、職員に公表され次第、ADBのウェブサイ
トに掲載するものとする。

その他の情報

調達

76. ADBは、以下の情報および文書をADBのウ
ェブサイトに掲載するものとする。
ⅰ　 ADBの資金調達の準備が進められている各

ソブリン・プロジェクトのビジネス・オポ
テュニティの一覧を、プロジェクトの特定
から理事会承認まで；

ⅱ　 プロジェクト管理マニュアル21の一部とし
て、(a) 最初の18カ月間にプロジェクトの
実施に必要な物品、工事、およびコンサル
ティングその他のサービスの各契約、(b) 提
案された各契約の調達、および(c) ADBの当
該レビュー手続きが詳述されたプロジェク
トにおける借入人の調達計画；

ⅲ　 調達計画の更新（プロジェクト期間中少な
くとも年1回）；

ⅳ　 国際競争入札による調達やコンサルタント
業務に対する関心表明、事前資格の取得、
または入札の呼びかけを行う具体的な通知
として、実施機関およびADBによって発行
されるすべての招請状

ⅴ　 契約者名、契約の概要、ADBが資金供与す
る契約額、およびそれぞれの競争入札者名



22　 ADB. 2008. Review of the 1998 Graduation Policy of the Asian Development Bank. Manila; ADB. 1998. A Graduation Policy for 
ADB’s DMCs. Corrigendum 1. Manila

23　 ADB. 2008. Refining the Performance-Based Allocation of Asian Development Fund Resources. Manila.
24　 ADB. 1966. アジア開発銀行理事会手続規則、マニラ、セクション9を参照のこと。本書の第97 (iii)項も参照のこと。
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が詳述された、ADBの会計に記帳されるす
べての契約締結； 

ⅵ　 ADBの組織としての調達に関しては、入札
または提案の招請状、および主な調達の契
約締結者。

アジア開発基金（ADF）支援受入国の 
国別パフォーマンス評価

77. アジア開発基金（ADF）の借入資格は、
ADBの卒業政策に基づき判断される。22 適格国につ
いては、パフォーマンスに基づく資金配分政策に
基づき、配分の指針となる原則と基準が定められ
る。23 ADBは、ADF資金配分対象国に関して、定量
的パフォーマンスの格付けを含め、国別パフォー
マンス評価に関する年次報告を、完成次第、ADB
のウェブサイトに掲載するものとする。対象国の
政策および組織制度に対するアセスメントのガイ
ドラインも、ADBのウェブサイトに掲載するもの
とする。

年次報告、経済データおよびリサーチ

78. ADBは、ADBの『年次報告』、ならびに経済・
社会のデータ、分析および予測を掲載する『アジ
ア経済見通し』、『アジア経済見通し改訂版』およ
び『キー・インディケーターズ』をADBのウェブ
サイトに掲載するものとする。

79. ADBはまた、リサーチ、報告および分析を
掲載するオンライン書籍、会議資料、定期刊行物、
調査報告書、研究、技術概要などを広範囲に網羅
するカタログを、ADBのウェブサイトに掲載する
ものとする。

経営管理とその他の情報

80. ADBは、以下の文書および情報をADBのウ
ェブサイトに掲載するものとする。
ⅰ　アジア開発銀行設立協定（設立趣意書）；
ⅱ　アジア開発銀行定款；
ⅲ　アジア開発銀行総務会手続規則；
ⅳ　アジア開発銀行理事会手続規則；
ⅴ　 アジア開発銀行本部設置に関するアジア開

発銀行およびフィリピン共和国政府間の協
定；

ⅵ　 アジア開発銀行と加盟国間のホスト国協
定、ただし関係加盟国の同意を条件とする；

ⅶ　 アジア開発銀行の加盟国、応募済み資本、
議決権のリスト；

ⅷ　アジア開発銀行の組織機構；
ⅸ　総務会メンバーのリスト；
ⅹ　 理事会メンバーおよび議決グループのリス

ト；
ⅺ　理事会委員会および委員のリスト；
ⅻ　 ADBの経営陣および上級職員のリスト；お

よび
ⅻ　 上記の各連絡先情報

81. ADBは、総務会による決定や総務の演説を
含め、ADBの年次総会の議事要約を、各総会から
60暦日以内に、ADBのウェブサイトに掲載するも
のとする。ADBはまた、理事会により開示が認め
られた場合、本政策の発効日以降に採択された総
務会のその他決議も、ADBのウェブサイトに掲載
するものとする。

82. ADBは、理事会による審議が行われ次第、
各会計年度の業務計画および予算の枠組みをADB
のウェブサイトに掲載するものとする。

83. ADBは、理事会の承認が得られ次第、加盟
国の分類をADBのウェブサイトに掲載するものと
する。

84. 理事会の議事録は機密扱いである。24ただし
ADBは、理事会の正式な会合の発言録を、かかる
正式な会合が本政策の発効日以降に開催されたも
のであり、発言録が本政策の例外事項に該当する
情報を含んでいない、またはかかる情報に言及し
ていないことを条件に、逐語記録の作成日から10
年後に、請求があり次第、完全な形で開示するこ
とができる。

85. ADBは理事会に関し、ⅰ3週間先までの審議
項目の暫定的な予定表については順次、ⅱ通常の
理事会会合の議事録を、当該理事会会合から60暦
日以内で理事会が承認次第、ADBのウェブサイト
に掲載するものとする。

86. ADBは、委員会がその旨勧告し、理事会が
承認する場合には、理事会委員会の理事会に対す
る報告をADBのウェブサイトに掲載するものとす
る。



25　総務会は、年次会合において監査済み財務諸表を承認する。
26　たとえば、アジア開発基金（ADF）および技術協力特別基金。
27　 削除された文書または情報への言及は関連のあるウェブページ上で行い、削除または編集された文書の題名を含んだま
まとする。

28　 第84項に言及されている理事会の筆記録は、編集されない。例外に該当する情報が含まれている場合には、筆記録は開
示されない。
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財務情報

87. ADBは、監査後の通常資本財源および特別
基金25の財務諸表26を、年次総会の総務会会合前に
ADBのウェブサイトに掲載するものとする。

88. 以下を、理事会によって承認され次第、
ADBのウェブサイトに掲載するものとする。
ⅰ　通常資本財源および特別基金について、財
務データを含め、経営陣による議論および分析；
ⅱ　未監査の四半期財務諸表要約
ⅲ　 開発途上加盟国別の融資返済に関する年次

報告；および
ⅳ　ADBの会計年度別予算

89. ADBは、当該金融市場を規定する法律また
は規則によって、公募債に関する文書を政府機関
に届け出ることが義務づけられている場合、かか
る文書をADBのウェブサイトに掲載するものとす
る。

雇用情報

90. ADBは、ⅰADBの基本給与体系、ⅱ経営陣
および職員の給与水準および福利厚生の決定方
法、ⅲ経営陣および理事会メンバーの年間基本給、
およびⅳ職員の募集、配置、配置転換、および雇
用維持にかかるADBの目的および戦略の概要を、
ADBのウェブサイトに掲載するものとする。ADB
はまた、職員募集のための職務説明書を、欠員補
充予定日の少なくとも2週間前に、ADBのウェブサ
イトに掲載するものとする。ADB運営審判所の決
定は、運営審判所から官房事務局に決定掲載の通
知があり次第、ADBのウェブサイトに掲載するも
のとする。

ADBのアカウンタビリティ・メカニズム
の下で作成される情報

91. ADBは、修正される場合も含め、ADBのア
カウンタビリティ・メカニズム政策の定めるとこ
ろにより、アカウンタビリティ・メカニズムの下
で作成される情報をADBのウェブサイトに掲載す
るものとする。

アジア開発基金（ADF）交渉に関連する
情報

92. 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ADBのウェブサ
イトに掲載するものとする。ADBは、拠出国会合
用の非財務討議資料を、かかる討議資料が拠出国
に回覧され次第、ADBのウェブサイトに掲載する
ものとする。ADBは、各会合後、議長総括をADB
のウェブサイトに掲載するものとする。拠出国報
告書は、理事会の同意が得られ次第、ADBのウェ
ブサイトに掲載するものとする。

理事会に提出されるその他文書

93. ADBは、情報提供として、または承認を得
るために理事会に回覧され、本政策には言及され
ていない文書をADBのウェブサイトに掲載するも
のとする。ただし、経営陣が理事会に通告し、理
事会が同意した場合はその限りではない。

開示前提の例外

94. ADBの情報開示ありきの前提の例外事項を、
第97項および第101項に定める。例外事項のリス
トは、情報の開示が特定の当事者または受益者に
引き起こしうる悪影響の方が、開示の便益より重
大であるとのADBの判断に基づくものである。

95. 文書に含まれている情報が例外事項に該当
することを理由に、ADBのウェブサイトへの掲載
が必要な文書（またはその一部）を掲載しない場
合、ADBは、文書や削除された情報への言及自体
が例外違反とならない限り、削除された文書ま
たは情報があることを明示するものとする。27 ま
た、請求に応じて提供されることとなっている文
書に、例外に該当する情報が一部含まれている場
合には、かかる情報を文書から削除するものとし、
請求者にはかかる削除の理由を通知するものとす
る。28

96. ADBが請求を受けてすでに情報を提供して
いる、または情報を提供できない理由を過去に通
知している場合、ADBには、同一の主題に関する
同一の個人、組織、または団体からの繰り返しも
しくは不合理な請求に従う、または対応する義務



29　 本政策の解釈上、理事会の議事録とは、理事会および理事会委員会の議事録を指し、理事会会合または委員会会合中に
述べられたまたは提出されたすべてのステートメント、ならびに発言録、委員会会合の議事録、覚書またはADBの経営
陣、部局または官房および理事会の間で取り交わされるその他通信をはじめとする、電子形式を含むあらゆる形式のか
かる会合に関する記録から成る。
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はないものとする。

現行の情報

97. ADBは、第99項の規定に従い、以下の情報
は開示してはならない。

審議プロセスおよび意思決定プロセス

ⅰ　 総務と総務代理、理事と理事代理、理事補、
経営陣、ADB職員、およびADBコンサルタン
トへの、また彼らからの内部文書、覚書、お
よびその他の類似の通信を含め、開示される
と、率直な意見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・意思決定
プロセスの完全性が脅かされるか、その恐れ
のある内部情報。

ⅱ　 開示されると、とりわけ開発途上加盟諸国と
の政策協議において率直な意見の交換やコミ
ュニケーションが阻害され、よって、ADB、
加盟国、およびADBと協力関係にある他の主
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、その恐れのある、
ADBとADB加盟国およびADBが協力する他の
主体との間の審議・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。

ⅲ　 理事会の発言録（第84項に規定）、理事会会
合の議事録（第85項）、および特定の理事会
会合の議長総括（第40項および第74項）以外
の議事録。29 

内密に提供された情報

ⅳ　 加盟国または国際機関によってADBに内密に
提供され、開示されると、その当事者または
他の加盟国とADBとの関係が著しく損なわれ
るか、その恐れのある情報。

ⅴ　 関係者によってADBに提供され、開示される
と、当該関係者または情報源である別の関係
者の商業上の利益、財務上の利益、および競
争上の地位が著しく損なわれる、もしくは損
なわれる恐れのある情報（専有情報を含む）、
または業務に関するあらゆる機密情報（ADB

がクライアントおよび他の関係当事者と締結
した、秘密保持契約または非開示契約の対象
となる情報）。

ⅵ　 ADBの職員規則および調査規則によって認め
られた範囲を除く、不正行為、汚職、または
その他のADB汚職防止政策違反としてADBに
内密に提供された情報、ならびに、当該申立
てを行った当事者（内部告発者）の身元に関
する情報（内部告発者自身が同意した場合を
除く）。

個人情報

ⅶ　 当該者本人の正当なプライバシーの利益を脅
かす、もしくは脅かす恐れがあるという理
由から、理事と理事代理、理事補、経営陣、
ADB職員、およびADBコンサルタントに関す
る個人情報。これには、理事と理事代理、理
事補、経営陣、ADB職員、ADBコンサルタン
トの雇用条件、勤務評価と個人の医療情報、
ならびに職員の任命および選出プロセスに関
連する情報、私信、内部の紛争解決の記録や
告発制度に関連する情報および調査に関係す
る情報を含む。ただし、関係職員、職員規則、
または理事会規則・規定によって許可される
場合を除く。

財務情報

ⅷ　 開示されると、ADBおよびADBの活動の正当
な財務上または商業上の利益が損なわれる
か、その恐れのある財務情報と、資本および
金融市場が影響を受けやすい財務情報。こ
れには、ADBの将来の借入予測、財務予測、
ADBの財務運用上の個別投資決定に関するデ
ータ、信用評価、ADBの借入人およびその他
クライアントの信用度、信用格付け、および
リスク評価の分析などが含まれる。

ⅸ　 開示されると、加盟国の経済運営能力が損な
われる、もしくは損なわれる恐れのある財務
情報。

安全保障と安全

ⅹ　 開示されると、個人の生命、健康、安全と安
全保障、あるいはADBの資産の安全と安全保



30　証券法および銀行法ならびに著作権法による制約が含まれる。
31　ADBの年次報告の一部として公開される監査意見および監査後の財務諸表は、本例外の対象ではない。（第87項）
32　 ADBの内部監査の主要ポイントならびに高リスクおよび中リスクと評価されたすべての監査結果は、理事会の監査委員
会と共有される。

33　 特定の信託基金の財務諸表は、拠出国の会計要件（米国の一般に認められた会計原則とは異なる可能性がある）に従
って作成され、米国の一般に認められた監査基準（ADBに適用される）に従って監査される。かかる監査基準は、米国
の一般に認められた会計原則以外の会計原則に従って作成された財務諸表の開示、ならびに基金に特定の利益を有する
者、すなわち拠出者ならびに基金の管理および運用の責任者に対する関連監査意見の開示を制限する。

34　理事会の議事録は、第40項、第74項、第84項、および第85項の規定に従って、開示される。
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障が脅かされるか、その恐れがある、あるい
は加盟国の国防または国家安全保障が損なわ
れるか、その恐れがある情報。

法的事項または調査事項

ⅺ　 弁護士と依頼者間の秘密保持特権を条件とす
る情報（ADBの法務スタッフと外部の法律顧
問との間の通信を含む）；不正行為、汚職、ま
たは違法行為の申立てについての調査に関す
る情報（ADBの規則によって許可される範囲
を除く）；または、開示されると、調査また
は司法行政に著しい弊害を及ぼすか、適用法
違反となるもしくはなる、およびそうした恐
れのある情報。30

内部監査報告書および信託基金監査報告書 31

ⅻ　 (a)ADBの監査部の内部監査報告書（内部制度
についての機密情報を含む可能性があり、第
三者に悪用されてADBに損害が及びかねない
ため）；32ならびに(b)ADBの外部監査人による
ADBが管理する信託基金に関する監査報告書
のうち、一般公開が、適用される監査基準違
反に相当するもの。33

歴史的情報

98. ADBの支援するプロジェクト、プログラム、
政策、戦略、および一般業務に関する情報34 で、
情報作成日、または情報がADBに提供された日か
ら20年以上ADBによって保有されてきたものは、
すべて歴史的情報とする。理事会議事録に関連す
る情報以外の歴史的情報は、第97項(iv)～(vii)、(ix)

～(xi)、および(xii)(b)に列挙された例外事項に該当
する情報を除き、請求があり次第、開示されるも
のとする。

公共の利益の優先
（優越的開示）

99. 不開示情報の種類に関する第97項の規定に
かかわらず、外部ステークホルダーは、ADBに対
して、公共の利益になる情報の開示を請求するこ
とができる。情報開示諮問委員会（PDAC）がかか
る請求を検討する。情報開示がもたらし得る公共
の利益の方が、開示の引き起こし得る悪影響より
も重要であるとADBが判断した場合、ADBは、請
求された情報を開示できる。当該情報の開示また
は不開示を示すPDACのいかなる勧告にかかわら
ず、理事会の記録については理事会の、他の文書
については総裁の承認が必要である。

100. ただし、ADBと当事者との間に、かかる情
報を機密として保持し、当事者の同意がない限り
情報を開示しないとの明確な法的約束をしている
場合には、公共の利益の優先規定は適用されない。

開示情報を制限するADBの権限
（開示請求の却下）

101. ADBはまた、通常であれば開示する情報に
ついて、かかる情報の開示がもたらす便益よりも
開示が引き起こすであろう、または引き起こす可
能性のある悪影響の方が重大であるとADBが判断
した場合には、例外としてかかる情報を開示しな
い権利も保有する。この権限は、理事会によって
のみ行使される。■



24

7
2011年
情報公開
政策

情報公開の手法

102. 積極的な情報公開は、政策の目標達成を手
助けする重要な手段である。以下の方法がステー
クホルダーとのコミュニケーションを図る指針と
なる。

103. ADBは、ADBの優先課題が転換したり、ス
テークホルダーの期待変化に応じて、情報公開手
法を継続的に改良し、強化する。とりわけ、ADBは、
以下を行う。
ⅰ　 統一された持続的・効率的なコミュニケー

ションを基軸として、情報受け手のニーズ
に合わせた情報公開方法を利用する；

ⅱ　 貧困を削減し、すべての人々に恩恵をもた
らす（インクルーシブな）成長を促進する
とともに、ナレッジ･バンクとして域内の
開発において先導的な役割を担うとのADB
の使命を伝える；

ⅲ　 最新技術や最新メディアから、直接的な対
面コミュニケーションその他のローテク手
法に至るまで、様々な方法や手段を用いて、
情報を最も効果的に受け手に伝える；

ⅳ　 国際・地域・各国国内メディアにおける高
い認知度を維持する；

ⅴ　 プロジェクトに関するコミュニケーション
を改善し、戦略的コミュニケーション（危
機管理広報を含む）を強化し、プロジェク
ト・パートナーとの協調あるコミュニケー
ションの機会をつくる；

ⅵ　 内部のコミュニケーションを改善し、職員
の対外広報能力を高める。

情報の受け手

104. ADBは、開発途上加盟国（DMC）ならびに
非借入加盟国における様々な情報の受け手との意
思疎通を図るべく努力している。主たる受け手は、
ⅰ DMCおよび非借入加盟国の政府、オピニオンリ
ーダー、および国会議員を含む政策決定者、ⅱ メ
ディア、ⅲ 被影響住民を含む市民社会、およびⅵ 
学界、である。ADBは、情報の受け手の特性や期
待の変化をモニターし、それに応じてADBのコミ
ュニケーション戦略を調整していく。

情報を伝達する手法

105. ADBは、3年に1回の意識調査など定期的な
世論調査を実施し、様々な公式・非公式のフィー
ドバック・チャネルを用いて、コミュニケーショ
ン活動の改善に引き続き取り組んでいく。

106. ADBは、主流メディアやオンライン・メデ
ィア、ウェブサイト、ソーシャル・メディアなど
の新しいメディア、コミュニティ・メディア、携
帯電話、オンライン・ビデオなどのマルチメディ
ア、ポッドキャスト、画像、出版物およびスペシ
ャル・イベントなど、さまざまなコミュニケーシ
ョン手段や技術を用いて情報の受け手と接触し、
意思疎通を図っていく。

107.　ポスター、チラシ、パンフレットなどの媒
体のほか、会合、説明会、発表会などの従来型の
直接的な対面コミュニケーションも、技術や主流
メディアへのアクセスが限られた情報の受け手に
とっては、重要なコミュニケーション手段であり
続けるだろう。ADBはまた、情報の受け手の文化
的背景に合わせてADBのコミュニケーション戦略
を立てていく。

108. ADBは、その使命、政策、プログラム、プ
ロジェクトおよび知識成果物がメディアで最大限
に取り上げられるようにするため、積極的なメデ
ィア広報戦略を通じて国際メディアでの高い露出
度の維持に努めていく。同時に、ADBは、その活
動の認知度を高めるべく、地域および各国内のメ
ディアに対し働きかけていく。

109. ADBは、プロジェクトに関するコミュニケ
ーションを改善し、共同プロジェクトのパートナ
ーとの間でコミュニケーション活動を連携してい
く。

110. ADBは、ADBおよびその業務に関して、で
きる限り多くの情報をADBの外部向けウェブサイ
トに掲載する。ユーザーの期待と要望に応える
ため、継続的にウェブサイトの改善を図ってい
く。ADBはまた、域内の知識集約型経済の発展を



35　アジア開発銀行設立協定（1966年発効）マニラ (第39条第1項)
36　文書の英語版と他の言語での翻訳版に矛盾がある場合には、英語版が優先する。

情報公開の手法

25

支援するため、開発途上加盟諸国の言語への翻訳
などにより、できる限り幅広い読者にADBの刊行
物、開発知識、および情報を普及できるよう、出
版プログラムの強化にも取り組んでいく。ADBは
引き続き、ADBの寄託図書館プログラムを通じて、
主な知識成果物を共有し、ADBの刊行物のアクセ
シビリティ（利用し易さ）を改善するための効果
的なチャンネルを探っていく。オンラインと、ハ
ードの両方でADBの知識成果物を普及するほか、
ADBは、地域や各国内の会議その他イベントなど
の場を活用して、各国政府当局者やその他の主な
情報の受け手と、ADBの知識成果物を共有し、意
見交換を行っていく。

翻訳

111. ADBの公用語は英語である。35 しかしなが

ら、ADBが支援する活動に対しADBの加盟国政府
やその他のステークホルダーによる参加や理解・
支持を促すには、文書やその他の情報を他の言語
に翻訳しなければならない。36

112. ADBは、2007年に採択された翻訳枠組みに
従い翻訳を行う。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、
世界各地の幅広い情報の受け手に向けた情報、ⅱ
とりわけ被影響住民との公開協議用の情報（第47
項）、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 ADBのウェブサイト用の
情報などが対象となるだろう。翻訳対象となる要
件としては、当該情報の受け手の識字水準、使わ
れている言語、翻訳以外の代替案、翻訳に要する
時間と費用などが挙げられる。■
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役割と責務

経営陣

113. 経営陣は、ADBの情報公開の取り組みが最
大限の効果を上げられるよう、その実行を主導、
モニタリングする上で主要な役割を果たす。経営
陣は、情報公開活動に参加し、職員が確実に経営
陣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。情
報開示諮問委員会（PDAC）が、経営陣の監督組織
としての役割を担い、本政策の開示要件の解釈や
チェック、およびレビューに当たる。

すべての部局

114. ADBのすべての部局は、本政策の実施に対
し責任を負う。駐在員事務所長および代表事務所
長を含むすべての部局の長は、ADBの主要なコミ
ュニケーターとして、外部の情報の受け手と積極
的にコミュニケーションを図り、ADBの動機や目
的についての理解を高める取り組みを主導し、ス
テークホルダーの信頼を醸成する。オペレーショ
ン部局の職員は、個別プロジェクトに係わるステ
ークホルダーとコミュニケーションを図ったり、
開示要請が確実に遵守されることについて重要な
役割を果たし、本政策、ならびに本政策によって
一般市民がADBから情報を入手できる権利につい
て、官民ならびに市民社会の各セクターの人々の
認識の向上に努める。ADBのNGOセンター（NGOC）
は、市民社会との関係をサポートする。知識部局
と広報局（DER）は、協力して知識成果物の最大
限の普及に努める。

広報局

115. 広報局（DER）は、本政策の実施と一貫性
ある適用に責任を負う。DERは、経営陣・部局・
現地事務所と緊密に協力しながら、積極的に情報
公開を進め、外部ステークホルダーとも効果的に
関与していく。限られたリソースで最大限の効果
を上げるため、DERはその機能や、職務の優先順
位を見直し、本政策の円滑な実施を進めていく。

開示

116. DERは、ADB職員に対し公開性重視の文化
を広げ、積極的な情報共有に向けたインセンティ
ブを引き続き発展させていく。

117. DERの情報公開・開示ユニットは、ADBの
すべての部局に助言を行い、本政策による開示義
務をモニターする。同ユニットはまた、オペレー
ション部局の全職員を対象とし、本政策による開
示義務に関する研修を計画・実施し、職員のイン
センティブを維持して本政策の遵守を支援する。
同ユニットは、PDACの業務を直接支援し、PDAC
に本政策の実施状況に関するモニタリング報告書
を提出する（第142項）。同ユニットは、ADBのウ
ェブサイトに業務関連文書を掲示することによっ
て、一般市民に逐次情報を提供する。また、本政
策による開示義務に従って情報開示請求を追跡す
るシステムを管理する。

118. DERのウェブ・チームは、情報公開・開示
ユニットや他の部局と協力して、文書のADBのウ
ェブサイトへの掲載、ならびにADBのウェブサイ
トの情報検索機能の改善に取り組む。

翻訳

119. 2007年に採択された翻訳枠組みでは、英語
以外の言語による情報利用の可能性拡大について
概説されているが、2011年現在、リソース面での
影響も含め、レビューが行われている。

120. DERは、ADB内の翻訳事業を管理し、翻訳
資料の公開を支援し、翻訳された文書の題名を記
録する。駐在員事務所は、DERの指導に基づき、
現地語の有能な翻訳者と、英語・現地語で対応可
能な編集者のデータ・リストを管理する。DERは、
各部局に対し、利用可能な翻訳サービスについて
の理解を促進する。



37　Staff Disclosure Handbook. http://www.adb.org/Documents/Handbooks/Dsclosure/
38　 IAPのメンバーは、総裁によって指名され、理事会によって承認される。IAPのメンバー3名としては、ⅰ 情報公開の問題
について十分な経験を有する開発途上加盟国の代表、ⅱ いかなる政府機関からも独立している情報公開の専門家、およ
びⅲ 商業的環境における情報公開の専門家の構成が考えられる。
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開示ハンドブックおよび広報用資料

121. DERは、ADBの職員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示した職員用
の情報公開政策ハンドブック37の改訂を行う。ま
た、ハンドブックとは別に、ADBの借入人および
クライアントが政策を実施する上での指針とな
り、その他の関心のあるステークホルダーを対象
に、本政策の規定を周知する意識啓発用資料も必
要に応じて作成、更新する。これらのすべての資
料はADBのウェブサイトに掲載され、必要に応じ
て各国で広く提供される。

各国レベルでの情報の普及

122. ADBは引き続き、寄託図書館プログラムを
通じて、ADBの主要な知識成果物の共有を進める。
ADBの情報公開活動の主な目的は、ADBの刊行物、
およびADBの業務に関する活動の広報と利用可能
性の向上にある。開発途上加盟各国におけるシン
クタンクや学術機関、その他の開発パートナーと
の新たな連携も優先づけられる。

代表事務所および駐在員事務所

123. 代表事務所（RO）および駐在員事務所（RM）
は、情報の受け手に近く、業務や経済の専門知識を
有し、現地に固有の文化やコミュニケーションの実
情を把握していることから、情報公開を効果的に行
う上で、最前線で重要な役割を果たすものである。

124. 代表事務所長および駐在員事務所長は、
ADBの重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、および政
策決定者を対象とする交流の拡充・強化に、率先
して取り組む。

125. ADBは、駐在員事務所の広報担当職員の増
員にあらゆる努力を払う。広報担当職員は、その
駐在員事務所または代表事務所の長に専門的なサ
ポートや助言を行う。また、駐在員事務所の経営
陣チームの一員として、事務所のあらゆる活動に
ついて十分に把握する。駐在員事務所の広報担当
職員には、一貫した職務内容と資格条件が課せら
れ、定期的に体系的な研修が実施される。

126. 駐在員事務所の広報担当職員の主な責務に
は、以下が含まれる：ⅰ 官民のグループと関係を

幅広く築き深め、ADBの幹部職員との交流を促進
する；ⅱ 内外メディアが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；ⅲ ADBにとっ
ての関心事項について、英語および現地語の報道
を地方、全国、海外レベルモニターする；および 
(iv) 本政策による開示義務に関して、事務所職員
と一般市民を支援する。情報共有の一貫性を高め、
その効果を最大化するため、現地事務所の広報担
当職員とDERの職員は、必要に応じてテレビ会議
やオンラインで定期的に直接会合を持つ。駐在員
事務所の広報担当職員は、駐在員事務所長または
地域事務所長に加えてDERへの報告義務を持つこ
ととなる。

情報開示諮問委員会

127. 情報開示諮問委員会（PDAC）の役割は、本
政策による開示義務を解釈し、モニターし、レビ
ューすることである。PDACは、事務総長（委員長
を務める）、広報局（DER）主任ディレクター、官
房長および法務局長で構成され、総裁に直属する
委員会となる。PDACは、ADBの他の部局によって
却下された情報開示請求について検討するため、
必要に応じて招集される。PDACは、情報開示を制
約する理事会による決定（第101項）を除き、情
報の不開示決定を支持、または棄却する権限を有
する。PDACはまた、公共の利益を理由に、例外
対象となっている情報の開示を求める請求につい
ても検討する（第99項）。DERの情報公開・開示
ユニットが、PDACの事務局としての役割を担う。
PDACは、本政策に基づく情報開示義務の実施を評
価し、年次報告書にとりまとめる。年次報告書に
は、一般市民に対する情報不開示の概要と、本政
策に関連するADB業務マニュアルのほか、情報公
開を行ううえでのADBの組織機構に関する変更の
提言も盛り込まれる。

不服審査委員会

128. 不服審査委員会（IAP）は、本政策に基づき
本来開示されるべき情報の開示をADBが制約した
ことが本政策違反であるとの不服申立てについて
検討する。IAPは、情報の不開示についてのPDAC
の決定を支持または棄却する権限を有するが、第
99項および第101項に基づきADBが下した決定に
対する不服申立てについては、検討する権限を持
たない。IAPは、情報公開の外部専門家3名により
構成される。38 IAPメンバーは、PDACによる決定



39　 この期限は、ADBが第101項に基づき、通常であれば開示する情報を開示しない権限を用いる事例には適用されない。こ
の場合、ADBは、この問題を理事会に提出し、最終決定を仰ぐ。
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に対する不服申立てを検討する際にのみ招集され
る、非常勤となる。IAPは可能な限り、電話、電子
メール、およびビデオ会議によって審議を行う。
官房が、事務局としての役割を担う。

借入人・クライアント

129. ADBのプロジェクトについては、情報開示
の責務の大半は、借入人・クライアントにある。
借入人またはクライアントは、業務部門の職員と
協力しながら、プロジェクトについて被影響住民
への情報提供や、住民との対話のための窓口をプ
ロジェクト実施地域内に設ける（第47項）。当該
窓口は、ADBのウェブサイトを通じて、プロジェ
クト関連情報や当事国関連情報に接し、現地にお
いて文化的に適切な手段を用い、関心ある関係者
に対し当該情報を開示することができる。

情報開示の手続き

積極的な開示

130. 本政策により義務づけられている情報、お
よび文書の積極的開示の手段は、一義的にはADB
のウェブサイトとなる。情報の受け手、ならびに
情報開示の目的に応じて、ADBならびに借入人お
よびクライアントは、ウェブ以外の手段を使って
情報および文書（たとえば、協議プロセスをサポ
ートするための情報）を積極的に開示していく。

情報の請求

131. 情報および文書の開示請求はすべて、書面
（電子メール、郵便、ウェブサイト、またはFAX）
で行わなければならない。開示請求は、直接ADB
の情報公開・開示ユニット宛に送ることができ
る。郵便の場合はAsian Development Bank, 6 ADB 
Avenue, Mandaluyong City, 1550 Metro Manila, 
Philippines、電子メールの場合はdisclosure@adb.
org、FAXの場合は+63 2 636 2649である。開示請
求はまた、駐在員事務所または代表事務所、ある
いは関連するADBの部局に送付することもできる。
開示請求は、ADBが合理的な時間内に関連情報を
特定しやすいよう、合理的かつ特定性のある形で
請求がなされなければならない。

132. ADBの関係部局は、第97項に定める規定に
基づき、開示できない情報が文書に含まれていな
いかをチェックする。ADBは、必要に応じ、借入人、

クライアント、または協調融資者と相談する。情
報公開・開示ユニットは、必要に応じてADB職員
に助言的指導を行う。

133. 第98項の規定に基づき、歴史的情報は、請
求により開示可能となる。歴史的情報の請求にあ
たっては、請求の具体的情報を特定しなければな
らず、歴史的情報の開示を求める包括的請求は認
められない。

現行情報の開示請求に対する回答期限

134. ADBは、開示請求を受理してから5営業日
以内に請求の受理を通知するものとする。ADBは、
開示請求の受理から20営業日以内に決定が下され
次第、速やかに決定内容を請求者に通知するもの
とする。その際、ADBは、請求された情報を提供
するか、あるいは却下する根拠となる本政策の特
定条項を示したうえで、却下の理由を提示する。
ADBが開示請求を却下する場合には、本政策の第
136項～141項に基づき不服申立ての権利があるこ
とを請求者に知らせなければならない。 39 ADBは、
検討された開示請求の一覧表および開示・不開示
の決定ならびに却下理由を、ADBのウェブサイト
に掲載するものとする。

請求の言語

135. 請求は、英語またはADB加盟国の公用語、
もしくは母国語により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や文書の請
求は、当該言語に関係する駐在事務所宛に送付す
ることもできる。

不服申立て

136. ADBは、2段階の不服審査手続きを導入する。
請求者は、ADBが本政策に違反してその請求を却
下したと判断する場合、この手続きによって不服
申立てすることができる。不服申立てはまた、情
報開示が引き起こしうる悪影響よりも、開示がも
たらす公共の利益の方が重要であることを根拠と
し、請求した情報開示を制約する本政策の例外事
項の無効を申し立てることもできる。不服申立て
が認められた請求者への情報提供は、当該請求情
報の範囲に限られる。2段階から成る不服申立て
手続きは、第137項～141項に規定される。
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不服申立ての第1段階：情報開示諮問委員会

137. ADBによって情報不開示決定を受けた請求
者は、請求者が ⅰ ADBの当該情報不開示によっ
て本政策に違反したとの合理的な主張を提供でき
る、または ⅱ 請求した情報の不開示を決定する
本政策の例外事項を無効にする公共の利益を論証
できる場合に、情報開示諮問委員会（PDAC）に不
服申立てを行うことができる。

138. PDACは、5営業日以内に不服申立ての受理
を通知するものとする。委員会は不服申立ての内
容を検討するため可及的速やかに招集される。不
服申立ての審査にあたり、PDACは、第97項に定
める本政策の例外事項を検討する。不服申立てが、
第99項に定める公共の利益の優先に基づくもので
ある場合、PDACは当該請求を検討するが、情報の
開示または非開示の勧告に関し、理事会の記録に
ついては理事会の、他の文書については総裁の承
認がそれぞれ必要であり、その決定を最終のもの
とする。PDACは、理事会が第99項に基づき決定
を下した場合を除き、不服申立ての受理から20営
業日以内に請求者に対し、ADBの決定内容に理由
を付し書面で速やかに通知するものとする。第99
項の規定に該当する場合には理事会の決定が下さ
れ次第、請求者に通知される。

不服申立ての第2段階：独立不服審査委員会

139. PDACが情報不開示の当初決定を支持した場
合、請求者は、独立不服審査委員会（IAP）に不服
申立てを行うことができる。IAPは、情報不開示と
するADBの決定は本政策違反であるとの不服申立
てを検討する。不服申立ての審査にあたりIAPは、
不服申立て、本政策の例外事項、ならびに当該情
報の開示に反対するADB・関係のある第三者によ
って提出された陳述があれば、それも検討する。
IAPは、PDACの当該決定を支持または棄却する権
限を有するものであり、その決定が最終のものと
なる。IAPは、あらゆる不服申立てについて、不服
申立て受理後45暦日以内に検討することが義務付
けられる。IAPは、理事会もしくは総裁によって下
された決定に対する不服申立てであって、かつそ
の上訴が第99項に定める公共の利益の優先に基づ
くものである場合、もしくは第101項の規定によ
り、本来開示されるべき情報を不開示とする理事
会の権限において下した決定に対する不服申立て
については、検討しないものとする。

不服申立ての提出および決定の通知

140. PDACに対する不服申立てはすべて、開示
請求された情報を不開示とするADBの当初決定か
ら90暦日以内に書面で提出しなければならない。
IAPに対する不服申立てはすべて、情報不開示と
するADBの当初決定を支持するPDACの決定から
90暦日以内に書面で提出しなければならない。不
服申立ては次の方法で提出できる：郵便の場合
は、情報公開・開示ユニット経由で、PDACまた
はIAP宛にAsian Development Bank, 6 ADB Avenue, 
Mandaluyong City, 1550 Metro Manila, Philippines、
電子メールの場合はdisclosure@adb.org、FAXの場
合は+63 2 636 2649である。不服申立て提出の期
限である90日を超えて受理された不服申立ては、
期限切れとみなされ、検討されないものとする。
すべての不服申立ては、簡潔な書状の形で提出し、
以下を含めるものとする：
ⅰ　当初請求した情報の内容、および
ⅱ　 ADBが本政策に違反する、または公共の利

益の優先（第99項）が適用される、と判断
する請求者の主張を裏付ける事実および根
拠の詳しい説明。

141. 不服申立てが 、ⅰ 不服申立て請求期限以
内に提出されない、ⅱ 不服申立てを正当化するに
足る情報が提供されていない、ⅲ PDACまたはIAP
の不服審査権限以外の不服申立てによって棄却さ
れた場合、請求者に通知するものとする。ADBま
たはIAPが請求された情報の不開示決定をそのまま
支持する場合には、ADBは請求者に決定を通知し、
その理由を詳細に伝えるものとする。ADBまたは
IAPが請求された情報の不開示決定を覆す場合に
は、ADBは請求者に決定を通知し、請求された情
報を提供するものとする。ADBは、受理されたす
べての不服申立ての一覧表、案件毎の種別と決定
内容をADBのウェブサイトに掲載するものとする。
この不服申立ての一覧表は、決定が出される都度
に更新される。

モニタリングおよび報告

142. ADBは、本政策の実施状況をモニタリング
し、その影響を評価する（付録4で本政策の結果
枠組みを説明）。ADBは、モニタリングの結果に関
する年次報告をADBのウェブサイトに掲載する。

143. 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とともに本政策の実
施に関与することを認める。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。
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本政策の発効日と政策のレビュー

144. 本政策は、2012年4月2日に発効するものと
する。ADBは、一定期間後、本政策の発効日から5

年以内に包括的なレビューを行うものとする。レ
ビューには、関心のある個人および団体が参加す
る。■
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145. 本政策の実施成果をあげるためには、新た
な費用がかかる。プロジェクト・データシート
（PDS）の翻訳用の追加資金が必要となるため、翻
訳枠組みの年次予算の増加が見込まれる。その他
の翻訳関係の追加予算の必要性については、2011
年の翻訳枠組み更新の際、評価が行われる。

146. ADB職員、各国政府当局者およびその他関
心あるステークホルダーに、本政策の新しい規定
内容や今回の変更がADBの業務にどのような影響
を及ぼすかについて、概要を伝える必要がある。
ADB本部および駐在員事務所での対面研修や、可
能な場合にはテレビ会議など、さまざまな手法を
用いて意識啓発を行う。また、必要に応じて大・
中規模の駐在員事務所、および代表事務所を中心
に、各国で現地説明会を開催する。広報局（DER）は、
本政策が承認されれば、研修のための予算を要請
する。

147. 独立不服審査委員会（IAP）の予算は、IAP
に提訴される不服申立ての件数により異なってく
るものであり、年次予算プロセスを通じて適切な
予算の確保が求められることになる。IAPのメンバ
ーは、PDACによる決定に対する不服申立てを検討

する際に招集されるだけの非常勤となり、その報
酬は、日額ベースで支給される。

148. 本政策の実施には、第145項から147項に説
明されているように、研修と意識啓発の1回限り
の経費である約12万ドルを含め、今後5年間で約
70万ドルの予算が追加的に必要となる。これは、
年次予算配分のプロセスを経ることになるが、そ
の際に詳細な資金の必要性について再評価が行わ
れる。3年毎に実施される国際意識調査について
も、引き続き資金が配分される予定である。

149. 加えて、近年ADBプロジェクトの件数の大
幅な増大とともに、現地ステークホルダーの情報
へのアクセス性がますます重視されるようになっ
たことから、業務部門によるプロジェクト別のコ
ミュニケーション計画策定を支援するため、人員
増加の必要が出てくるだろう。現地でのアウトリ
ーチ活動拡大を支援するため、常勤の広報担当職
員が不在の小・中規模の駐在員事務所では、今後
5年にわたって事務担当官および事務職スタッフ
の追加が検討されるだろう。詳細な人員の必要性
については、年次予算編成時に再検討される。■

リソースに対する影響 9
2011年
情報公開
政策
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150. 本政策の開示要件については、ADBのアカ
ウンタビリティ・メカニズムに沿って遵守状況レ
ビューの対象とする。第26項～34項に定める政策、
第35項～101項に定める具体的な開示要件、なら
びに第113項～144項に定める実施取り決めに対
し、ADBのアカウンタビリティ・メカニズムに基
づき遵守状況レビューが実施されるものとする。■

10
2011年
情報公開
政策

遵守状況レビュー
との関係
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付録 1

外部協議手続き

1.  情報公開政策（PCP）のレビュー は、2010年2月に事務総長を委員長とする内部上
級運営委員会が設置されて始まった。アジア開発銀行は、レビュー手続きの開始を
伝えるPCPレビュー専用のウェブサイトを開設した。また、このレビューは、ADBの
メールマガジン「Partnership Newsletter」でも取り上げられた（購読者数1,000人以上、
NGOなどのシビル・ソサエティ、学界、開発関連機関などの関係者が大半）。 

2.  上記ウェブサイトを通じてADBは、2005年の政策に対する一般からの意見を、2010
年4月15日までの2カ月間募った。この間、新しい情報公開政策の第1次協議案の起
草に向けて、ADB内外から意見が寄せられ、これらは、ADBからの回答とともにPCP
レビュー・サイトに掲載された。

3.  2010年6月2日、協議用ドラフトがウェブサイトに掲載された。このドラフトには主
に編集上の変更が盛り込まれ、業務プロセスに関する変更点が反映されていた。つ
いで、この草案と政策に関する意見を土台に、国別協議が実施された。ドラフトは
インドネシア語、中国語、ヒンズー語、クメール語、およびロシア語に翻訳された。

4.  協議は2010年6月15日から8月2日まで、幅広く行われ、協議の計画と日程がADBウ
ェブサイトに掲示された。協議では、パワーポイントを用いたプレゼンテーション
により、協議の背景と状況、討議のポイント、政策の第1次草案が紹介された。

5.  国別協議会合は、オーストラリア、バングラデシュ、カンボジア、カナダ、中華人
民共和国、ドイツ、インド、インドネシア、日本、フィリピン、タジキスタン、米
国の12カ国で20回開催され、政府、被影響住民を含むシビル・ソサエティ、類似機
関、学術界、民間セクターなど500人以上のステークホルダーが参加した。協議は、
現地ファシリテーターのほか、必要に応じて通訳を用いて、英語と当該国言語で行
われた。 

6.  参加者の大半からは、政策の目的と方向性は良いとする一方、主に以下のような提
言がなされた。

ⅰ　 情報開示に関する他の国際開発金融機関のベスト・プラクティスとADBのPCPを整合
させる。

ⅱ　 請求された情報が不開示とされた場合に不服の申立てができる独立した仕組みをつ
くる。

ⅲ　 開示の例外事項を見直す。
ⅳ　 現場レベルにおける被影響住民の参加を改善する。
ⅴ　 委員会の透明性を向上する。
ⅵ　 民間セクターの事業に関する情報開示を進める。
ⅶ　 翻訳を質・量的に拡充する。
ⅷ　 監査報告と入札資格停止処分を受けた企業および個人に関する全情報を開示する。

7.  これら協議の要点は、参加者リストとともにすべてPCPウェブサイトに掲載された。

8.  2010年11月26日から第2次ドラフト、外部からの意見の要約とADBの回答が専用の
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ウェブサイトに掲載され、その後1カ月間にわたり、さらに意見を募った。この時
にもインドネシア語、中国語、ヒンズー語、クメール語、ロシア語に翻訳された。
第2次ドラフトには、上記協議プロセスの間に寄せられた意見が、可能な限り盛り
込まれた。

9.  第2次ドラフトに対する意見を検討した後、ワーキング・ペーパーが作成され、
2011年2月16日、委員会による討議が行われた。このワーキング・ペーパーと、第2次ド
ラフトに対する意見へのADBの回答は、PCPレビューのウェブサイトに掲載された。

10.  PCPレビューチームは2010年、協議プロセスの一環として、NGO Forum on ADB、お
よびGlobal Transparency Initiativeの代表者とマニラで数回レビューについて話し合
い、意見を求めた。2011年1月には、Global Transparency Initiative 主催により、PCP
レビューに関する円卓会議がマニラにて実施された。また、同年5月にはベトナム・
ハノイでNGO Forum on ADB主催のPCPに関するパネルディスカッションも第44回
ADB年次総会の期間中に実施され、ADBも参加した。いずれの場合も ADBはPCPとそ
のレビューについてプレゼンテーションを行うとともに、参加者からの質問に答え
た。
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1. 国際開発金融機関における情報開示政策では、業務の開放性と透明性を向上させる
必要があることが共通の業務の指針となっている。アジア開発銀行（ADB）と類似する国
際開発金融機関では、近年、透明性と説明責任の強化に向けて、情報開示政策の改正が採
択されたり、改正作業が進められている。これらの改正のポイントとしては、開示対象文
書の範囲拡大、情報へのアクセス簡素化などである。

アフリカ開発銀行

2. アフリカ開発銀行（AfDB）では、2004年3月に情報開示政策が承認され、2005年10
月に修正された。この政策は、やむをえない事情がない限り、AfDBの業務と活動に関する
全情報を開示することを目指している。

3. 同政策では、業務情報については、各文書の簡単な説明、公開に向けた準備プロセ
スの進捗状況などを含め、幅広い文書が一般に公開可能に指定されている。また、公開可
能な財務、事務、法務の情報についても具体的に触れられている。

4. 例えば、業務政策文書草案と国別戦略草案の場合、協議ならびにステークホルダー
の参加を促すため、理事会で討議が行われる50日前までに開示することが明記されている。

5. 機密扱いとなる情報は、資本市場や金融市場におけるAfDBグループの活動に影響を
与える可能性がある内部財務情報、および、融資の調査や交渉時にAfDBグループが当該民
間企業から入手した民間企業の財務情報や事業情報、機密情報などで、これらの情報は当
該民間セクターの許可を得なければ公開できない。

6. 情報開示政策はAfDBの理事会がレビューを実施中であり、2011年の完了を目指して
いる。

欧州復興開発銀行

7. 欧州復興開発銀行（EBRD）は改正版情報公開政策を2011年7月に承認した。改正版
政策は2011年11月から施行される。

8. 民間セクター・プロジェクトの場合、プロジェクトが守秘義務の対象となる場合を
除き、理事会で討議が行われる少なくとも30暦日前からプロジェクトプロフィール（プロ
ジェクト概要文書）がEBRDのウェブサイトで公開される。プロジェクトが守秘義務の対象
となる場合、プロジェクト概要文書は、できるだけ早く、かつ支払いの前に公開される。
公共セクター・プロジェクトのプロジェクト概要文書は、理事会で討議が行われる少なく
とも60暦日前に公開される。プロフィールは、英語ならびにプロジェクトが実施される国
の公用語で用意され、プロジェクトに実質的な変更があった場合は更新される。

9. 2011年改正版政策では、国別戦略の策定に対するパブリック・コメントの期間は45

2011年
情報公開政策
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他の国際開発金融機関における情報開示状況
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暦日と規定されている。改正版政策の施行以降は、こうした公の協議プロセスをさらに円
滑化するため、国別戦略の草案は当該国の公用語で発表されるようになる。パブリック・
コメントとそれに対するEBRDからの回答の要約が理事会に提出された後に国別戦略の最終
承認が行われ、パブリック･コメントは、国別戦略の理事会承認後、要約がEBRDのウェブ
サイトに掲載される。また、最終承認された戦略は、当該国の公用語でも発表される。政
策では、セクター別戦略についても、その草案をEBRDのウェブサイトに45暦日掲載してパ
ブリック・コメントを募ることが規定されている。セクター別戦略は、パブリック・コメ
ントとそれに対するEBRDからの回答の要約を理事会に提出し、その後最終承認が行われる。

10. 2011年情報公開政策では、環境・社会影響評価に関し、民間セクター・プロジェ
クトの場合には理事会討議前の少なくとも60暦日、公共セクター・プロジェクトの場合は
120暦日の期間、ロンドンにある EBRD本部と、プロジェクトが実施される国の駐在事務所
において閲覧できるようにすることになっている。

11. EBRD は、情報公開政策の実施状況、取り組みの要約、および前年にそれらの取り
組みがどの程度果たされたかを、情報公開政策の実施状況年次報告書にまとめてウェブサ
イトに掲載する。 

欧州投資銀行

12. 欧州投資銀行（EIB）は、同行のガバナンス、戦略、政策、活動、実務、実績、影響、
成果の理解につながるような情報をステークホルダーが閲覧できるよう努めている。EIBの
新しい透明性政策は2010年2月から施行された。EIBが保有する情報はすべて、非開示とす
るやむをえない事情がない限り、開示請求があったら開示しなければならない。EIBは銀行
として運営している関係上、開示できる情報には一定の制約がある。

13. 情報をさらに利用しやすくするため、EIBは一般市民のニーズを勘案した言語体制を
心がけている。

14. 関係法規によって認められる範囲の中で、どの情報を一般公開できるかについての
最終決定はEIBが行う。また、どの文書をウェブサイトや紙媒体で発表するかの決定もEIB
が行う。原則として、公共の利益と考えられ、多くのステークホルダーや一般市民にとっ
て関心が高いとみられる文書は発表される。

15. EIBは開示と透明性を前提とする政策遂行を心がける一方で、欧州の法規制に照らし
つつ専門的な守秘を尊重する義務も有する。EIBの関連する事業契約や市場活動には、各国
の国内規則のほか、金融界の基準が適用される場合がある。例外として、一般的にEIBとビ
ジネス･パートナーとの事業提携関係の一環を成す情報については、一部例外となる。

16. EIBは、一部の政策に関する正式な公の協議に自発的に関与し続けるよう尽力してい
る。

17. 一般人はだれでも、EIBに情報を請求し、タイムリーに情報を受け取る権利がある。
情報請求に対する答えにはすべて理由を付さなければならない。

18. 組織全体の透明性政策の実施のため、リソースが充当される。EIBの活動に関する情
報を地元社会に提供するインフォメーションデスクをEIBの全地域事務所に設置する。

19. EIBには、透明性政策に従って情報を提供していないとステークホルダーがみなした
場合、不服申立てを行う仕組みがある。
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他の国際開発金融機関における情報開示状況

米州開発銀行

20. 米州開発銀行（IDB）理事会は、2009年12月に透明性政策に関する幅広いレビュー
を承認した。さらに、2010年5月12日には、IDB情報アクセス政策が理事会に承認され、
2011年1月に発効した。

21. IDBは、開示推進という立場を強調するため、定期的に開示していた情報の「ポジ
ティブリスト」を発行しないことになった。 この政策は、一部の例外を除き、IDBが作成
または保有する特定の情報について、適用される。また、この政策には、特定の非開示情
報の一覧が含まれている。

22. この政策では、理事会の手続きや実施プロジェクトに関する情報など、以前より多
くの情報の開示が認められており、この政策により、理事会委員会の議題や議事録を閲覧
できる可能性も広がっている。理事個人の発言は自由意志を基本として開示される。プロ
ジェクトの監視と評価に関する多くの文書が、初めて閲覧できるようになった。また、こ
の政策では、国別戦略、融資提案書、技術提携などの一部の理事会文書について、関係国
による異議がないことを条件として、理事会に回す時点で同時に開示することについても
規定されている。 

23. この政策では、未公開情報は時間の経過とともに機密扱いから外されていく。情報
閲覧請求が却下された場合、請求者は、次のステップとして、独立委員会に不服申立てで
きる。

世界銀行グループ

国際金融公社

24. 2009年9月、国際金融公社（IFC）は、持続可能性枠組みのレビューの一環として、
2006年情報開示政策のレビューを開始した。その後2011年5月12日、IFC理事会は、新し
い情報アクセス政策を含む、新たに更新された持続可能性の枠組みを承認した。新政策は、
同政策で規定されている情報については、情報を非開示とするやむをえない事情がない限
り開示するとの前提の上に成り立っているものであり、プロジェクトのライフサイクル全
期間を通してプロジェクトならびに投資について伝え、開発の成果を報告するというIFCの
機能を強化するものである。また、新政策は、金融仲介業やコンサルタント業との投資に
関するIFCの透明性を増強するとともに、情報開示の請求が却下された場合のため、2段階
の独立不服審査手続きを導入するものである。

多数国間投資保証機関

25. 多数国間投資保証機関（MIGA）の新情報開示政策は2007年7月1日、1999年7月の
情報開示政策に全面的に取って代わる形で施行された。

26. MIGAはその活動に関する情報を公開し、クライアント、提携先、ステークホルダ
ー（被影響住民を含む）、その他関心のある一般市民が理解を深め、十分な知識を得た上
でMIGAの事業活動、MIGAの開発その他の活動の全般的効果、開発への貢献に関する話し
合いに参加できるような政策とした。こうした基本的考え方に従ってMIGAが公開してい
る情報は、組織としてのMIGA自体に関する情報と、MIGAが支援する活動に関する情報と
に分類できる。MIGAの支援する活動に関する情報開示の責任はその大部分をMIGAの当該
クライアントが負い、MIGAは、情報開示政策で規定されている特定の情報を開示する。

27. 政策で規定されている情報については、当該情報を非開示とするやむを得ない事情
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がない限り、開示を進めるという前提に基づく。

世界銀行

28. 世界銀行の情報公開政策は2009年11月17日に理事会で承認され、2010年7月1日か
ら施行された。新政策は、情報開示に対する世界銀行の取り組みが、どの情報が開示でき
るかを明確にしようとするよりも、自らが所有し、例外に指定されていない情報をすべて
開示するアプローチへと抜本的に転換したことを示すものである。

29. この政策により、準備中または実施中のプロジェクト、分析や助言、理事会の手続
きに関連する情報をはじめ、より多くの情報が開示されるようになる。また、この政策には、
一部の政策と戦略、およびプロジェクト関連文書を理事会討議へ回す時点で同時に公開す
ることが規定された。しかし、加盟国との信頼関係を守り、内部においてスタッフがクラ
イアントに対して忌憚なく自由に意見や提言を述べることができるよう、政策では、決定
と行動に至る審議過程の機密は保護されている。 

30. 政策では、最大限の情報公開と、開示によって明らかに利益を損なう可能性がある
秘密情報の尊重とのバランスをとることを目指している。政策には、最終的に開示されな
い情報、いわゆる例外リストが含まれる。しかし、例外に該当する情報であっても、特段
の事情があり、開示することによる利益全体が、例外化によって保護される利益に対する
潜在的な悪影響を上回ると世界銀行が判断する場合、開示する権利を世界銀行が保有する。
同様に、通常であれば開示する情報であっても、特段の事情があり、開示による悪影響が
開示の利益を回る可能性が高いと世界銀行が判断する場合、非開示とする権利は世界銀行
が保有する。

31. 改正版政策では、世界銀行は、できる限り多くの情報を特に外部向けウェブサイト
を通じて定期的に一般市民に公開するとともに、情報請求に対応するうえで明確でコスト
性に優れた手順をとることになっている。また、世界銀行が情報閲覧を不当に拒否した、
とみなす情報請求者のため、経営陣から独立した仕組みである第２段階の不服審査手続き
がある。最後に、政策では、情報の中には時間の経過とともに秘密性が薄らぐものもある
ことを認識し、制限されている情報分類の一部について最終的な秘密解除と開示の日程が
規定されている。
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質問事項 ADBの現行慣行
（2005年 PCP）

PCPレビュー
Rペーパーでの変更点 他の国際開発金融機関

1．政策の名称 アジア開発銀行情報公開政
策：情報の開示・交換

政策の名称に変更なし 世界銀行：世界銀行情報ア
クセス政策

IDB：情報アクセス政策

2．政策の状況 2005年承認。現在レビュー
実施中。

該当なし 世界銀行：2009年11月17日
承認、2010年7月1日発効。

IDB：2010年5月12日 承 認、
2011年1月1日発効。

3．対外広報戦略は政策に含
まれているか

含まれる。PCPは、開示政策
と対外広報戦略を統合した
もの。

対外広報戦略は、幅広い情
報の受け手との効果的なコ
ミュニケーション確保のた
め、情報公開の手法に焦点
をより絞った戦略に変更。

世界銀行・IDB：含まれない。
情報アクセスのみが対象で、
対外広報や情報公開は別の
扱い。

4．アプローチは原則主義か PCPは一部一般原則を定めて
いるが（第28項～38項）、明
確には強調されていない。

PCPの原則を、政策ステート
メント（第27項～33項）で
強調。

世界銀行・IDBの政策は、よ
り原則主義のアプローチと
なる方向にある。

5．開示支持ありきの前提は
明示されているか

明示されている。 開示ありきの前提に変更な
し。

世界銀行・IDB：明示されて
いる。

6．文書公開の期限は定めら
れているか

定められている。文書をADB
ウェブサイトに掲載する時
期は、文書別に明記されて
いる（一部文書については
審査前、その他の文書は理
事会審議後2週間以内）。

定められる。開示の時期に
変更はなく、必要に応じて
改定される。理事会ペーパ
ーの大半は、理事会への回
覧と同時に開示。

世界銀行・IDB：政策ペーパ
ーとしては開示時期の明記
されていないが、理事会ペ
ーパーは理事会への回覧時
に開示が義務づけられてい
る。

（続く）

2011年
情報公開政策

付録 3

ADBの2005年情報公開政策（PCP）と情報公
開政策レビューのRペーパー、世界銀行、米
州開発銀行（IDB）の情報アクセス政策の比較

（2011年9月）
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質問事項 ADBの現行慣行
（2005年 PCP）

PCPレビュー
Rペーパーでの変更点 他の国際開発金融機関

6．開示請求への対応（期限） 開示請求受理から5営業日以
内に受理通知、30暦日以内
に回答。

開示請求受理から5営業日以
内に受理通知、20営業日以
内に回答。

世界銀行：開示請求受理か
ら5営業日以内に受理通知、
20営業日以内に回答（ただ
し延長可能）。

IDB：外部からの開示請求に
対する回答期限は、政策に
設けられていない。

 7．開示が義務づけられて
いる文書および情報の「ポ
ジティブリスト」が政策に
含まれているか

含まれる。ADBウェブサイト
に開示されるべき、あるい
は借入人またはクライアン
トから被影響住民に提供さ
れるべき情報のリスト（ポ
ジティブリスト）がある。

含まれる。ポジティブリス
トに変更はなく、随時更新
され、情報や文書がいつ積
極的に開示されるのでステ
ークホルダーが予測できる。

世界銀行・IDB：積極的に開
示される情報のポジティブ
リストはない。「ネガティブ
リスト」で指定されていな
い情報が、開示を義務づけ
られている。

 8．開示の例外指定（ネガ
ティブリスト）

ある（第126項～127項）。 例外リストを明確化（第97
項）。開示対象外となる7種
類の情報に見出しが付けら
れた。うち一部については、
例外化することで保護され
る便益に対し、情報開示が
及ぼしうる悪影響が明示さ
れて、例外事項の範囲が厳
格化された。

世界銀行・IDB：ある。ただし、
開示に伴う悪影響と便益と
の比較検討が求められてい
ない。

 9.審議過程にある情報の秘
密保持

保持される。審議過程にあ
る情報は例外事項となって
いる（第126.1項～126.3項）。
第126.1項～126.2項が適用
される情報は、開示によっ
て特定の便益に悪影響が及
ぶ場合にかぎり、開示され
ない。

理事会の逐語発言録は例外
の対象（第126.3項）。

保持される。審議過程にあ
る情報に関する2005年PCPの
規定は第97項(i)～(iii)として
保持されている。

理事会の逐語発言録は、本
政策の例外事項に該当する
情報が含まれていない、ま
たは当該情報に言及してい
ないことを条件に、10年後
（不遡求）に請求があれば開
示可能となる（第84項）。

保持される。世界銀行・
IDB：審議過程にある情報は
開示の例外に該当する。
世界銀行：理事会および理
事会委員会の逐語発言録は、
機密解除できない情報が含
まれていないことを条件に、
10年後に開示可能。

IDB：理事会および理事会委
員会の逐語発言録の公開の
問題は、IDBの政策では取り
扱われていない。

10．保有するすべての情報
に機密区分があるか

なし（理事会文書のみに区
分）。

なし。別途、内部秘密区分
システムをレビューする。

世界銀行およびIDB：あり。

11．保有文書と情報の機密
解除

機密解除はあるが積極的な
開示システムはない。すべ
ての情報開示請求は、請求
がなされた時点でPCPに照ら
し、検討される。文書が例
外事項に該当しないかぎり、
開示義務が規定されている。
歴史的情報に適用される例
外は少ない。

解除される。現行アプロー
チに変更なし。

世界銀行・IDB：文書の種類
により5年後、10年後または
20年後に機密解除。

（続き）

（続く）
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世界銀行、米州開発銀行（IDB）とのアクセス政策の比較

質問事項 ADBの現行慣行
（2005年 PCP）

PCPレビュー
Rペーパーでの変更点 他の国際開発金融機関

12. 例外事項の対象情報を公
共の利益のために開示する
権限（優越的開示）

PCPにより例外事項に該当す
るすべての情報に対し、開
示優先の決定権はある。た
だし、法律上、秘密保持の
義務がある場合は、そのか
ぎりでない（第129項～130
項）。

優越的開示の決定はPDACに
よってなされる。

ある。現行に変更なし（第
99項～100項）。

優越的開示の決定は、理事
会の記録については理事会
により、その他文書につい
ては総裁によってなされる。

世界銀行：一定の組織運営
管理情報、審議情報および
財務情報に対してのみあり。

IDB：あり。

13.例外事項に含まれない情
報を開示しない権限（開示
の無効）

なし。 特別な事情があり、かつ理
事会で認められた場合にあ
り（第101項）。

世界銀行：特別な事情があ
り、かつ理事会記録につい
ては理事会が、理事会その
他の文書については副総裁
もしくは局長が認めた場合
にあり。

IDB：異例の事情があり、か
つ理事会記録については理
事会が、その他文書につい
ては情報アクセス委員会の
明確な承諾が書面で得られ
た場合にあり。

14.　不開示決定された場合
の不服審査プロセス

内部的手続きあり。事務総
長、官房長、法務局長およ
び広報局主任ディレクター
で構成されるPDACの下で、
1段階の不服審査制度（第
158項～159項）。

あり。2段階の不服審査プロ
セス（第136項～141項）：ⅰ 
第1段階－内部組織のPDAC
による審査を据え置き、ⅱ 
第2段階－情報公開について
の専門家3名で構成される独
立組織による審査。

世界銀行：あり。2段階の不
服審査制度であり、第2段階
は、情報公開の専門家3名で
構成される独立組織による
審査。

IDB：ある。2段階の不服審
査制度であり、第2段階は、
外部委員会（構成に関する
詳細な規定なし）が審査。

15.　不服審査対象の範囲 開示請求が不当に却下され
たとする、または政策の解
釈が不適切とする不服申立
てをPDACが検討。

第1段階：ⅰ 情報不開示決
定による政策違反を申し立
てる不服申立て、ⅱ 政策の
例外事項を無効にするため
の不服申立て（第99項に基
づく公共の利益の事例）を
PDACが検討。

第2段階：ⅰ の事例に関する
PDACの決定を独立不服審査
委員会（IAP）が検討。

世界銀行・IDB：第1段階：
ⅰ 情報不開示決定による政
策違反を申し立てる不服申
立て、またはⅱ 公共の利益
の優先を申し立てる不服申
立てを内部委員会が検討。

第2段階：ⅰ の事例に関する
内部委員会の決定を独立不
服審査委員会が検討。

（続き）

（続く）
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質問事項 ADBの現行慣行
（2005年 PCP）

PCPレビュー
Rペーパーでの変更点 他の国際開発金融機関

16.　管理運営予算詳細の開
示

ADBの予算は毎会計年度、開
示される。

開示するとの現行の慣行に
変更なし。

世界銀行・IDB：開示する。

17. 同時開示
ⅰ 公開協議プロセスを経
た政策案や戦略案を理事
会への回覧と同時に開示
するか

開示しない。 開示する。公開協議プロセ
スを経た政策ペーパー案、
戦略ペーパー案（Wペーパ
ー、Rペーパー）を理事会へ
の回覧と同時にADBウェブ
サイトに掲載（第72項）。

世界銀行：政策ペーパー、
戦略ペーパーについては、
草案がすでに理事会の審議
を受けている場合、公開協
議プロセス後に手続きが進
められる。

IDB：業務政策およびセクタ
ー別戦略については、草案
がすでに理事会の審議を受
けている場合、開示する。

ⅱ 国別支援戦略ペーパー
の理事会への回覧との同
時公開

開示しない。ただし、国別
支援戦略（CPS）の承認前に、
現地のステークホルダーと
少なくとも2回の協議を行
い、それぞれの協議におい
てCPS案を提示しなければな
らない。

開示する。加盟国が早期開
示に同意すれば、CPSの最終
案が理事会への回覧と同時
にADBウェブサイトに掲載
（第38項）。

世界銀行：加盟国の同意を
条件に開示。

IDB：関係国の異議がないこ
とを条件に開示。

ⅲ 理事会承認前の融資案
ペーパーの理事会への回
覧との同時公開

開示しない。理事会審議の
融資案（RRP）は、理事会承
認後2週間以内に開示。

開示する。ソブリン・プロ
ジェクトのRRPおよびその関
係文書は、早期の開示に対
する関係加盟国の同意を条
件に、理事会への回覧と同
時にADBウェブサイトに掲
載（第58項）。

世界銀行：加盟国の同意を
条件に公開。

IDB：ソブリン保証付きの業
務については、関係国の異
議がないことを条件に公開。

18.　プロジェクト詳細情報
の公開

開示。初期のPID（プロジェ
クト情報文書）およびその
更新版の一部として一般情
報を開示。

予定表、進捗状況を含むプ
ロジェクトの一般情報を反
映するプロジェクトデータ
シート（PDS、旧PID）を開示。

世界銀行：初期または最新
のプロジェクト情報文書、
進捗状況および成果報告書
の一部として開示。

IDB：開示。

19.　銀行が資金供与するプ
ロジェクトに関する監査後
の財務諸表の公開

開示しない。 開示。本政策の発効日以降
に交渉の招請状が発行され
るソブリン・プロジェクト
については、プロジェクト
の監査後の年次決算報告書
をADBウェブサイトに掲載
（第62項）。

世界銀行：開示。2010年7月
1日以降に交渉の招請状が発
行されるプロジェクトにつ
いては、監査後の年次財務
諸表が公開される。

IDB：開示。ソブリン案件の
業務については、借入人ま
たは受益者の異議がないこ
とを条件に、プロジェクト
の年次監査報告書が公表さ
れる。

20.　内部監査報告書の公開 当該報告書は、第三者に悪
用されてADBに損害が及び
かねない内部制度に関する
機密情報を含む可能性があ
るため、開示しない。

非開示とする現行政策のま
ま変更なし。

世界銀行：非開示。内部監
査報告書は審議情報とみな
されるため、一般市民への
開示を制限する。

IDB:非開示。

（続き）

（続く）
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世界銀行、米州開発銀行（IDB）とのアクセス政策の比較

質問事項 ADBの現行慣行
（2005年 PCP）

PCPレビュー
Rペーパーでの変更点 他の国際開発金融機関

21.　プロジェクトのモニタ
リング報告書、プロジェク
ト実績、プロジェクト評価
またはそれに類するものの
公開

モニタリングに関係する情
報はPIDで開示される。完了
報告書および評価報告書も
ADBのウェブサイトにて公
開される。

現行政策のまま変更なし。 世界銀行・IDB：開示。

22.　ⅰ 理事会の議事録、ⅱ
理事会委員会の議事録およ
びⅲ 理事会委員会の年次報
告書の開示

ⅰ 理事会の議事録は開示す
る。
ⅱ理事会委員会の議事録は
開示しない。
ⅲ理事会委員会の年次報告
書は、委員会がその旨提言
し、理事会が承認すれば、
開示する。

現行制度に変更なし。 世界銀行・IDB：世界銀行、
IDBそれぞれの政策に従い、
理事会の議事録、理事会委
員会の議事録、および理事
会委員会の年次報告書を開
示。

23.　翻訳 翻訳枠組み（2007年）に
基づく。ADBは、主要国の
CPS、プロジェクト・オーナ
ーにより必要とみなされた
セーフガード資料、および
各種の広報資料が最大25の
言語に翻訳されており、年
間で約200万語相当が翻訳さ
れている。

現行の手法に変更なし。加
えて、すべての融資および
グラント・プロジェクトな
らびにプロジェクト準備TA
プロジェクトのPDSを、当該
国の言語に翻訳する。（翻訳
枠組みは2011年からレビュ
ーを実施中）。

世界銀行：2003年に翻訳枠
組みを採択、2006年にレビ
ューを実施。世界銀行グル
ープは、さまざまな業務・
広報用資料（年間およそ
3000万語）を組織の公用6
言語（アラビア語、中国語、
仏語、ポルトガル語、露ア語、
スペイン語）、ならびに必要
に応じ他言語に翻訳してい
る。世界銀行には、ワシン
トンの本部ほか6カ所の核と
なる翻訳・通訳センターが
ある。

IDB：IDBの公用語は英語、ス
ペイン語、仏語、ポルトガ
ル語。年間翻訳量は約1300
万語で、ウェブサイトはす
べての公用語で整備されて
いる。総務会に提出される
すべての文書は、これら4言
語で作成される。

ADB＝アジア開発銀行、CPS＝国別支援戦略、DER＝広報局、IAP＝独立不服審査委員会、IDB＝米州開発銀行、MDB＝国際開発金融機関、
PCP＝情報公開政策、PDAC＝情報開示諮問委員会、PID＝プロジェクト情報文書、PDS＝プロジェクト・データシート、RRP＝総裁の報告
と勧告（理事会審議用ペーパー）、TA＝技術協力
出典：アジア開発銀行

（続き）
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設計概要 指標・目標 モニタリングと報告メカニズム

効果
開発効果の向上 「改革アジェンダ」進捗報告によりモ

ニタリング
『開発効果レビュー』年次報告書a

成果
アジア開発銀行（ADB）に対するステ
ークホルダーの信頼と、ADBへの関与
が大幅向上

ステークホルダーのADBに対する認識、
ADBの公開性、説明責任と連携に対す
る評価が向上

オピニオンリーダーの意識調査を3年
毎に実施
クライアントおよびパートナーシップ
調査、ならびにその他ステークホルダ
ー評価
5年後に政策の包括的レビューを実施

アウトプット
1．ADBの積極的な情報公開 策定・実施される主要なADBのイニシ

アティブ、プロジェクトおよび政策の
ためのコミュニケーション戦略

主要な国際・地域・各国メディアにお
けるADBのプレゼンス維持

ADBウェブサイトの情報量と利便性の
向上

質の高い重要刊行物を刊行・普及

ステークホルダーの意識調査を3年毎
に実施

情報公開政策（PCP）年次報告
メディア、ADBウェブサイトのモニタ
リング手法（ウェブ年次報告）

重要刊行物の購入、ダウンロードと視
聴

2．ADB業務情報へのアクセスの向上 ADBの支援するプロジェクトやプログ
ラムに、コミュニケーションと情報共
有を統合

情報開示請求に対する20営業日以内の
回答率100%

開示要件の遵守率100%

ウェブサイトに掲載される年間文書数
の増加

広報用資料その他の文書の翻訳の質的
向上

PCP年次報告書

情報開示請求手続きの進捗状況に関す
るデータ表示システム、PCP年次報告

情報公開・開示ユニットの開示遵守報
告書、PCP年次報告書

PCP年次報告書

（続く）

2011年
情報公開政策

付録 4

情報公開政策の成果枠組み
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情報公開政策の成果枠組み

設計概要 指標・目標 モニタリングと報告メカニズム

主な活動項目
1.1　政策実施のためのコミュニケーシ
ョン計画の策定

1.2　利用者の期待とニーズ（使いやす
さ、接続の良さなど）に応えるため、
ウェブサイトを随時改良

2.1　独立不服審査委員会の設置

2.2　職員用の業務マニュアルおよび情
報公開政策ハンドブックの作成、更新、
配布

2.3　借入人およびクライアント用の情
報公開政策に関する広報用資料の開発
と普及

2.4　職員および関係ステークホルダー
向けに、情報公開政策改定版の研修と
意識啓発活動を実施

2.5　翻訳枠組みの更新

2.6　開示要件遵守のモニタリング

政策発効日までに

継続して実施

政策発効日までに

政策発効日までに

政策発効日から3カ月以内

政策発効日から1年以内

政策発効日までに完了

継続して実施（少なくとも年1回）

コミュニケーション計画

外部利用者の使いやすさのテスト、ま
たはオンラインでの利用者調査

独立不服審査委員会を設置し、ニュー
スリリース、ウェブサイト、PCP年次
報告書で報告

職員用の業務マニュアルおよびハンド
ブックの発行

広報用資料の発行

PCP年次報告書

翻訳枠組みの更新版

継続して実施（少なくとも年1回）
情報公開・開示ユニットのモニタリン
グ報告書とPCP年次報告書

a ADB. Development Effectiveness Review（開発効果レビュー）http://www/adb.org/defr
出典：アジア開発銀行

（続き）
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