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I．背景

1.	 アジア開発銀行（ADB）の情報公開政策（PCP、2011年）は、2011年10
月25日に理事会により承認され、2012年4月2日に発効となった。本レビ
ュープロセスは同政策に従って実施された。

2.	 レビュープロセス：本プロセスに関する戦略的ガイダンスを提供するた
めに、2016年7月に運営委員会が設立され、PCPのレビューが始まっ
た。2016年にADBはPCPのデスク・レビューと他の国際開発金融機関と
の相互評価を行った後、内部協議を実施した。PCPレビューに係るウェ
ブサイトが開設され、2016年11月には新たな政策と実施規定に関する
協議案の第一稿が掲載されて、意見公募手続き（パブリックコメント）が
取られた1。ADBは2016年12月および2017年6～7月にかけて、16カ国と
1地域2において、外部ステークホルダーとの協議を実施した。協議案の
第二稿は2018年2月に同ウェブサイトで公表された。ADBの理事会とは
2017年4月と2018年4月に非公式に協議が行われ、本政策に係るワー
キングペーパーが2018年7月に同ウェブサイトで公表されるとともに理
事会に提出された。

3.	 政策レビュー：本政策のレビューにより、PCPの原則や情報公開に係る
例外事項は、他の国際開発金融機関や多くの国のものと整合的である
ことが示された。また、他の国際開発金融機関は原則主義に基づく政
策へシフトしており、それが情報公開に関する現在のベストプラクティス
とみなされていることも明らかとなった。さらに、PCPの年次評価におい
て、ADBのウェブサイト（www.adb.org）上で公開されている文書数が増
加していることが示された。しかしながら、同評価では、文章の公表が
遅れたことも指摘され、その理由として、情報公開に係る規定がスタッ
フに十分周知されていなかったことや、PCPが2011年に承認されて以
降、作られることとなった成果物や文書類が、当該政策に定められてい
なかったことが挙げられた。

1	 2016年、ADB発行「情報公開政策の見直し」（https://www.adb.org/site/disclosure/pcp-
review）

2	 協議順。バングラデシュ、ネパール、フィリピン、タジキスタン、タイ、カンボジア、ラオス人民民
主共和国、ベトナム、カナダ、米国、欧州（ドイツ）、オーストラリア、東ティモール、フィジー、イン
ド、アゼルバイジャン、およびジョージア

http://www.adb.org
https://www.adb.org/site/disclosure/pcp-review
https://www.adb.org/site/disclosure/pcp-review
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4.	 本レビューにおいて、情報の請求および異議申し立てのプロセスが十
分に機能していることが分かった。2017年には、ADBに対して3,653件
の正式な情報請求があり、2012年の230件から急増した3。また、2017年
に、ADBは5日以内に81%の請求を受領確認し、回答期限に当たる20日
以内に96%の請求に対応した。7件の情報請求が却下されたが、内6件
が債券発行に関する財務的な機密情報に対する請求であった。異議申
し立ては2017年に1件、2016年にも同様に1件あった4。

5.	 政策変更の提案：PCPでは公開に関して規則ベースのアプローチが
採用されている。最も想定される事例や状況を捉えた詳細なガイドラ
インには、公開に関して厳密に規定された例外とともに所定のスケジ
ュールが示されている。この規則ベースの政策は、情報共有に対して
厳格なアプローチを取ることで情報公開が管理されている。しかし、急
変する地域のニーズに対応すべく、ADBの事業自体に変化が生じてお
り、ADBの情報公開政策はこの変化に対応する必要がある。規則ベー
スのアプローチは、変化に素早く対応するための柔軟性に欠けるケー
スが多い。これにより、時折、その政策の意図する目的－ステークホル
ダーが有意義な情報やフィードバックを適時に提供できるようにするた
めの原則情報開示・情報共有を前提とすること－とは整合的ではない
結果をもたらすことがある。

6.	 このため、他の国際開発金融機関と同じく、ADBの情報公開政策に
係る枠組みは次の2部構成となっている。（i）前述のADBの理事会で
承認された原則主義に基づいた政策、および（ii）経営陣により承認さ
れ、ADBの通常手続きに従ってADB業務マニュアルで公開されている
詳細な実施規定。

7.	 原則主義的なアプローチが有効に機能するためには、明確な原則およ
びADBとステークホルダーとの積極的かつ協力的なコミュニケーション
が求められる。また、スタッフやパートナーに対する定期的な研修や意
識向上のための機会の提供と、原則が一貫して適切かつ誠実に適用さ
れるための明確な異議申し立てのプロセスが求められる。また、積極的
なモニタリング活動や理事会等への報告も、政策の原則が有効かつ一
貫して適用されるためには不可欠である。本政策や実施規定、モニタリ
ングの報告やその他の関連情報は、ADBのウェブページで引き続き入
手可能である5。

3	 2017年、ADB発行「情報公開政策年次報告2017年」（https://www.adb.org/sites/default/files/
institutional-document/424291/pcp-annual-report-2017.pdf）

4 https://www.adb.org/site/disclosure/pcp-implementation/appeals/appeals-received
5 https://www.adb.org/site/disclosure/main

https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/424291/pcp-annual-report-2017.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/424291/pcp-annual-report-2017.pdf
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8.	 提案された政策では、「明確かつタイムリーで適切な情報公開」という
新しい包括的な原則に重点が置かれている。その他の原則はPCPから
概ね変わっておらず、限定的な例外事項とともに原則公開の前提が基
本となっている。さらに、政策に係る原則は理事会により変更されるま
で維持されつつも、新たな成果物やプロセスを反映するために、実施規
定については、ADBの経営陣の承認により、必要に応じて改訂される。
これにより、実施の透明性と情報公開の予測可能性が担保される。指
定の文書が定期的にいつ公開される必要があるかを明確化したガイド
ラインが更新されることにより、ADBがよりタイムリーな対応に努め、政
策の有効性を高める後押しとなる。さらに、独立評価報告の開示に関
する実践規定については、完成報告書の開示についての現在の慣行6、
あるいは、ADBの独立評価部門が依拠する何らかの政策が今後の理
事会で承認された場合に必要とされるその他の手続きが反映される。

9.	 提案されたその他の変更点には、もはや古くなった背景説明やADBの
広報に係る部分の削除がある。ADBの広報アプローチは、ADBの組織
的な広報活動について規定している。広報に係るアプローチは、新たな
コミュニケーション・チャネルの出現やターゲットの変化に合わせて速や
かに変えることができる。広報活動に係る取り組みは、ここで挙げてい
る情報公開と実質的に異なるため、別途規定され、ADBの情報アクセ
スのウェブサイト（脚注5）で公表される予定である。

10.	 PCPの改善の観点から、同政策は情報アクセス政策（AIP）と改称され
る。改称することで、情報開示と情報の提供を重視する同政策の目的
がより明確になる。この改称は、特に原則重視の政策を掲げる他の開
発銀行の動向にも沿ったものである。

11.	 協議案の第一稿と第二稿、ならびにワーキングペーパーに対するコメ
ントに基づき、理事会の審議に付される、この提案（R-Paper）が作成さ
れた。承認された場合、新政策は2019年1月1日で発効となる。実施手
続きはADBの経営陣により承認され、政策として同時に有効となる。

12.	 リソース：新たなAIPの円滑な導入に向けて、内外への普及の促進や翻
訳、また、スタッフの教育に対して、当面の予算が配分された。ADBの
官房がAIPの実施に関して全面的に責任を負う。AIPの業務に取り組む
にあたり、新たに2つのスタッフポジション（インターナショナル及びナシ
ョナル）が割り当てられる。AIPの導入に向けた追加リソースの必要性
については、年次の予算策定・配分プロセスにおいて確定される。

6	 現在の慣行においては、すべての独立評価報告は完成後14日以内に公表され、経営陣および
理事会に回覧される。ただし、独立評価部門の年次評価検証報告は除く。同報告は理事会で
の協議後14日以内に公開される。
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II.		 はじめに

13.	 本情報アクセス政策（AIP）の目的は、利害関係者によるアジア開発銀
行（ADB）に対する信頼と、ADBの業務の開発効果を高めることにある。
本政策は、アジア・太平洋地域におけるADBの開発支援活動の透明性
や説明責任、そして利害関係者による関与に対するADBの方針を示し
ている。また、ADBの業務に関する情報を請求し、受理し、それを他者
に伝えるという人々の権利を理解・尊重するものでもある。

14.	 本政策は、ADB作成の文書・情報、借入国または支援国・地域などが
作成しなくてはならない文書・情報、あるいはADBの業務過程におい
て、第三者が作成しADBに提供した文書・情報に適用される。本政策
は、ADBの経営陣が承認し、かつADBの通常手続きに従って公開され
る詳細な取り決めに基づき実施される7。

7	 ADBの政策実施に関する取り決めは、ADB	業務マニュアル	（随時改定された場合はその改定
版）の業務手順に基づき規定される。
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III.		 政策の原則および例外

A.	 政策の原則	

15.	 AIPは下記の原則に基づく。

(i)	 明確かつタイムリーで適切な情報公開	ADBは、その利害関係者
がADBと有意義な形で関わり、グッドガバナンスを推進できるよう
に、業務に関する情報を明確かつタイムリーで適切な形で開示す
る。

(ii)	 原則公開の前提	ADBは本政策に定める例外事項に該当しない
限り、全ての情報を開示する。

(iii)	 限定的例外事項	情報の全面的な開示が必ずしも常に可能なわ
けではない。例えば、ADBは、その内部で、または加盟国や借入
国・地域、支援先との間で、課題の検討や情報の共有、率直な
協議、自由な議論を行う必要がある。また、ノンソブリン（民間セ
クターに対する）業務とその支援先の特別な事情を考慮し8、職員
のプライバシーに関する権利の保護、ADBまたは支援先の事業
上の正当な利益の保護の必要性がある。本政策では、さまざま
な当事者の権利と利害のバランスを取るための例外を、限定的
に設けている。ただし、特別な状況下においては、例外事項を無
効にする権利（本文第6パラグラフ：以下「パラグラフ＋数字」と表
記）、あるいは通常開示する情報を開示しない権利（パラグラフ7）
を留保する。

(iv)	 事前措置的な情報公開	ADBは、業務に関する意思決定へより多
くの人々の参加を促すために、その業務に関連するナレッジ成果
物や情報を、タイムリーに、先々の必要性を見越した上で共有す
る。ADBのウェブサイトは、引き続き事前措置的な情報公開を行
うための主たる媒体ではあるが、ADBは、情報の開示と伝達のた
めに他の適切な手段も活用する。

8	 支援国・地域などの事業上の機密情報の漏えいを禁ずる法的拘束力のある取り決めは、民間
の金融機関並びにADBと同様の機関が支援国・地域などと取引を行うに当たって、基本的な要
件とされるものである。事業における機密情報を保護する必要性は、情報公開法でも広く認め
られ、同法では、秘密として入手された商業的情報の開示に関して例外が設けられている。
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(v)	 情報とアイデアの共有	AIPには、ADBの業務に関する情報や意
見を誰もが平等に請求、受理、伝達するための手順も定められて
いる。利害関係者との効果的なコミュニケーションならびに情報・
意見交換は、効果的で持続可能な開発の実現において極めて重
要な要素である。

(vi)	 プロジェクトにより影響を受ける住民やその他の利害関係者への
情報提供	ADBは、借入国・地域や支援先と協力し、プロジェクト
によって影響を受ける住民やその他の利害関係者との間で、プロ
ジェクトに関して双方向のコミュニケーションを確保する。またこれ
は、一定の期間内において、適切な言語を用いて9、プロジェクト
の影響を受ける住民やその他の利害関係者が、プロジェクトの設
計・実施に当たり、有意義な意見や情報の提供をできるような形
で実施される。

(vii)	 国および支援先のオーナーシップ	ADBの借入国・地域や支援先
は、ADBが支援または投資対象とするプロジェクトに関して、オー
ナシップ（主体的責任感と当事者意識）を持つ。それゆえに、文書
の公開に先立ち、公開の内容やタイミングに関して、借入国・地
域や支援先の意見が考慮される場合もある。

(viii)	 明確な異議申し立て手続き	情報公開制度を意義あるものとする
ための重要な構成要素として、請求された情報を開示しないという
ADBの決定に異議申し立てを行うための明確な手続きを定める。

(ix)	 継続的な監視	ADBは、本政策の有効性を監視し、うまく成果の
上がった点とそうでない点を教訓として学習し、新たな技法や手
法を常に把握しておく。

9	 ADBの翻訳ガイドラインに基づき、資料は各国の公用語または国語に翻訳することができ
る。ADBの現地事務所の判断により、適宜、特定の地方の言語を使うこともある。
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B.	 情報公開の例外事項

16.	 ADBは自らが保持する情報のうち、本政策の例外事項のいずれにも
該当しない情報について公開する。これらの例外事項は、その情報を
公開することによって特定のグループや関係者に損害を与える可能性
があり、その損害が公開の利点を上回る恐れがあるというADBの判断
に基づき定められている。有益性と有害性の評価は、公開することに
よって生じ得る便益と、それによって生じる可能性のある悪影響とを比
較考量することによる。ADBの政策原則（パラグラフ3）、特に、原則公
開の前提により、上記の評価および非公開の根拠は、パラグラフ5に記
載されている特殊な情報に限定される。ある文書や文書の一部につい
て、本政策の例外事項の一つ、あるいは複数に該当する情報が含まれ
ているためにそれらを公開しない場合、ADBは非公開の理由を明示す
る。

17.	 AIPの規定する「プラス効果の優先」条項（パラグラフ6）が適用される場
合を除き、次に該当する情報または文書は公開されない。	

1.	 審議過程および意思決定過程に関わる情報

	 ADBの審議過程や意思決定過程に関わる情報は、意思決定に関する審
議、議論および意見は自由かつ率直でなければならないという前提に基
づき、通常公開されない。この例外事項の内容は以下の通りである。

(i)	 当該情報が開示された場合、意見、見解およびアプローチについ
て率直な交換が阻害され、ADBの審議や意思決定過程の公正性
が脅かされるか、脅かされる恐れがあり、それにより、ADBおよび
関係者による意思決定や、もたらす結果の質に悪影響を与える
内部情報。例えば、その性質上、通常審議に参加するADBの理
事会メンバー、理事補、経営陣、職員やコンサルタントの間で交
わされる意見や考えなどが該当する。ADBは基本的に、意思決
定の結果は公開するが、その結果に至った意見、見解、アプロー
チのすべてを公開するとは限らない。それは、意思決定に関わる
者が意思決定の場に自由に出席して、これらを自由に議論する
必要があるためである。
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(ii)	 公開された場合、理事会メンバー間での考え方、見解、アプロー
チの率直な意見交換が阻害される恐れのある、理事会の議事集
録10（理事会審議文書11を除く）、議論の逐語的記録12、理事会の
議事録13および特定の理事会に関する議長の要約14。

(iii)	 ADBおよびその加盟国・地域と、ADBと協力関係にある事業体
との間の審議およびう意思決定過程において、交換あるいは準
備され、または得られた情報。このような情報が開示された場
合、ADBおよびその加盟国・地域、またはADBと協力関係にある
事業体との間における意見、見解、アプローチに関する率直な協
議が妨げられ、審議や意思決定過程の公正性が脅かされる、ま
たは脅かされる恐れがあるためである。

2.	 機密情報

(iv)	 加盟国・地域またはその他関係者からADBに提供された機密情
報。ADBは、当該情報を保護する義務を負い、情報提供加盟国・
地域またはその他関係者による書面での許可を得ることなしに当
該情報を開示しない。

(v)	 第三者からADBに提供された専有情報あるいはその他の情報
で、開示された場合、当該情報の情報源である第三者や、その他
情報開示による影響を受ける可能性がある者の商業的・財務的
利益、または競争的地位に対して大きな損害を与える恐れがあ
る情報。

10	 理事会の議事集録は、アジア開発銀行理事会手続き規則の第9条に従い機密情報となってい
る。本政策において、理事会の議事集録という用語は、理事会や理事会委員会の会議および
審議のために、または当該会議や審議の場で作成された文書もしくは情報を意味し、理事会
審議文書（参照資料、討議または検討のために理事会に配布される文書）と理事会記録から
成る。理事会記録には、理事会または理事会委員会において口頭でなされ、あるいは書面で
提出された意見、逐語的な記録、議事録または委員会の議長要約、ADBの経営陣、部局ある
いは官房と、理事会や理事会委員会または理事室との間でやり取りされるメモ、その他の通信
（電子書式を含むあらゆる形態のもの）などが含まれる。

11	 本政策の例外規定により制限されない限り、参照資料として理事会に配布された文書は、配布
と同時にウェブサイトに掲載される。審議のために理事会に配布された文書は、通常、理事会
で承認または支持され次第開示される。

12	 公式理事会の逐語的な記録は、その作成日から10年間は、請求に応じて開示される場合があ
る。ただし、開示は2012年4月2日以降に開催された公式理事会であり、かつ本政策の例外事
項に該当する情報を含んでいない、またはそうした情報に言及していないと情報アクセス委員
会が判断することを条件とする。

13	 定例の理事会の議事録は、当該理事会開催の60暦日後までに理事会による承認を経て開示
される。これは、2005年9月1日以降に開催された定例の理事会に適用される。

14	 公式理事会において、理事会により承認または支持された国別支援戦略や地域協力戦略、並
びに各政策または戦略に関する理事会での議論の議長サマリーは、理事会に対して最終的に
配布された日から14日以内に開示される。
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(vi)	 ADBが支援先やその他の関係者と締結した機密保持契約または
非開示契約の対象となる業務上の機密情報。

3.	 個人情報

(vii)	 開示された場合、特定の個人のプライバシーに関する正当な利
益が著しく損なわれる、または損なわれる恐れのある個人情報。
ただし、本人が許可できる範囲、あるいはADBの規則により認め
られるものを除く。例えば、当該関係者の任命・選定プロセスに関
する情報、雇用条件、業績評価、個人の医療情報、個人的なコミ
ュニケーション、内部の紛争解決・異議申し立て制度の手続きに
関する情報、調査に関する情報などがある。	

4.	 財務情報

(viii)	 開示された場合に、ADBとその業務の正当な財務的・商業的
利益が損なわれるか、損なわれる恐れのある財務情報。例え
ば、ADBの将来の借入見通し、財務予測、ADBの資金運用上の
個別投資決定に関するデータ、信用評価、信用力分析、信用格
付け、借入国・地域、その他の支援先に関するリスク評価、資本
市場や金融市場が敏感に反応する可能性のある情報など。

(ix)	 開示されるた場合に、加盟国の経済運営能力が損なわれるか、
損なわれる恐れのある財務情報。

5.	 安全と安全保障に関わる情報	

(x)	 開示された場合、個人の生命、健康、安全と安心、あるいはADB
の資産の安全と保安が危険にさらされるか、さらされる恐れのあ
る情報、または加盟国・地域の防衛もしくは安全保障が損なわれ
る情報。

6.	 法務手続きおよび調査に関する情報

(xi)	 法的代理人と依頼者間の秘匿特権の対象となる情報（ADBの法
務担当または外部の法律顧問とのコミュニケーションを含む）、ま
たは開示された場合に法的代理人と依頼者間の正当な利益を損
なうか、損なう恐れがある、あるいは適用法	に違反するか、違反
する恐れのある情報。	15

15	 これには、証券法や銀行法、著作権法によって課される制限が含まれることがある。
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(xii)	 詐欺行為、汚職もしくはADBの汚職防止政策16に違反する行為、
あるいは不正行為、またはこれらの行為の疑いに対する調査に
関連して、ADBに提供された情報。開示されると、調査や司法が
著しく損なわれるか、損なわれる恐れがある情報。ただしいずれ
の場合も、ADBにより、あるいはADBの規則に従い、許可された
範囲を除く。本項は、申し立てを行った者（告発者）が自らの素性
の開示に同意する場合や、ADBにより、あるいはADBの規則に従
い、許可された範囲を除き、当該内部告発者の素性にも適用され
る。

7.	 内部監査報告書および信託基金監査報告書17

(xiii)	 (a)	ADBの監査部の内部監査報告書（当該報告書に内部制度に
関する機密情報が含まれ、ADBの不利益のために第三者がこれ
を利用する恐れのあるため）、および	(b)	ADBが管理する信託基
金の外部監査人による監査報告書のうち、適用される監査基準
が報告書や関連する財務諸表の開示を制限している場合18。

C.	 公益の優先（プラス効果の優先）

18.	 ADBは、特別な状況下において、情報の公開による公益が、公開によ
って生じる可能性のある損害を上回ると判断する場合、上記の例外事
項に該当する情報を開示する権利を有する。当該情報の開示、または
開示の拒否についての提案には、理事会記録に関しては理事会の承
認を、その他の文書に関しては総裁の承認を必要とする。	

16	 2010年マニラ、ADB発行「汚職防止と誠実性：ADBの政策と戦略の枠組み」（https://www.
adb.org/sites/default/files/institutional-document/31317/anticorruption-integrity-policy-
strategy.pdf）および1998年マニラ、ADB発行「汚職防止」（https://www.adb.org/documents/
anticorruption-policy）（随時改定された場合は改定版）

17	 ADBの年次報告書の一部として公表される監査意見書および監査済み財務諸表は、この例外
の対象ではない。

18	 信託基金の財務諸表について、（米国会計基準とは異なる）ドナーの会計要件に従って作成さ
れ、ADBで適用されている米国監査基準に従って監査されるものがある。この監査基準では、
米国会計基準以外の会計基準により作成された財務諸表や、その関連の監査意見書を、当該
基金に対して特定の利害関係を有する者（ドナーや基金の管理・運営責任者）に開示すること
を制限している。
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D.	 アクセスを制限するADBの権利（マイナス効果の優先）

19.	 ADBは、特別な状況下において、情報の公開が、公開による便益を上
回る損害を生じる、または生じる恐れがあると判断する場合、通常は開
示する情報を開示しない権利も有する。この権利は理事会のみが行使
する。

E.	 歴史的情報

20.	 ADBの業務に関する情報のうち、ADBによる情報の作成またはADBへ
の情報提供がされた日から20年を超えてADBが保有している情報は、
歴史的情報と見なされる。そのうち、理事会の議事集録については、パ
ラグラフ5第1項	(ii)	の規定を考慮した上で、理事会の当該議事集録に
本政策の例外事項に該当する情報が含まれない、またはそうした情報
に言及されてはいないと情報アクセス委員会（AIC）が判断すれば、請
求に応じて開示することができる。その他の歴史的情報は、すべて、パ
ラグラフ5第2項（機密情報）、第3項（個人情報）、第5項（安全と安全保
障に関わる情報）または第6項（法務手続きおよび調査に関する情報）
に記載された例外に該当する情報（これらの情報は引き続き開示免除
事項とする）を除き、請求に応じて開示することができる。
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IV.	 情報の請求および異議申し立て

A.	 情報の請求

21.	 情報および文書の請求はすべて書面によるものとする。情報請求は、 
ADBの本部、現地事務所、代表事務所、各部局宛てに行うことができ、
その送付先については、ADBのウェブサイトに掲載されている。情報請
求においては、ADBが妥当な期間内に情報を明らかにすることができ
るよう、その情報について適切な具体性を伴って明示されなければなら
ない。	

22.	 情報請求はADBに対し、英語またはADB加盟国・地域の公用語・国語
のいずれかで提出することができる19。

23.	 ADBは、根拠のない請求、範囲の広い請求、ADBの記録管理システム
上すでに存在しなくなっているか、記録にない情報やデータを作成また
は展開・照合する必要のある請求に対しては、これに応じる、あるいは
回答する義務を負うものではない。この免責要件は、過去の請求を受
けて、ADBが該当情報をすでに提供している場合や、情報提供できな
い理由を示している場合において、同一の人物・組織・グループによる
同一の情報の請求に対しても適用される。

24.	 情報の請求があった場合、ADBは速やかに請求者に対し受領を確認
し、請求に係る決定を連絡する20。複雑な請求については21、請求者に
通知の上、了解が得られれば、ADBは請求への回答期限を延長するこ
とができる。

19	 請求に対するADBからの回答には、原則として英語を使用する。各国・地域の状況に応じて、
回答を翻訳する場合もある。

20	 ADBは、パラグラフ6（プラス効果の優先）またはパラグラフ7（マイナス効果の優先）に基づく権
利を行使する場合、最終決定が下され次第、請求者に通知する。回答期限が延長される場合
には、請求者に適宜通知される。

21	 複雑な請求とは、複数の情報源からの情報、大量な文書、複数年にわたる収集情報、生デー
タの照合や相互比較、調査結果の提供など。
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B.	 情報アクセス委員会

25.	 情報アクセス委員会（AIC）は、本政策およびその実施規定の解釈、監
視、見直しを行うために設置された監督機関である。総裁によって任命
されたADBの上級職員から構成され、総裁に報告を行う。AICは、ADB
の内部部局が提供を拒否した情報請求を検討するために、必要に応じ
て開催される。AICは、異議申し立て（パラグラフ16）に関する検討・決定
も行う。AICは、(i)	ADBの部局による情報へのアクセス拒否決定を是認
あるいは覆す権限を有し、かつ	(ii)	本政策の例外事項となる情報につ
いて、公益のための開示請求を検討する権限（パラグラフ6）を有する。	

C.	 異議申し立て

26.	 ADBが、本政策に違反して情報開示請求を拒否したと請求者が判断し
た場合のために、ADBは、請求者が利用することのできる二段階の異
議申し立てプロセスを設けている。異議申し立ての送付先についての
詳細は、ADBのウェブサイトに掲載されている。異議申し立てが認めら
れた場合に、その請求者になされる救済は、請求した情報を受理する
ことに限定される。

27.	 二段階の異議申し立てプロセスは、下記の通りである。

1.	 第一段階：情報アクセス委員会

28.	 ADBにより情報へのアクセスを拒否された請求者は、(i)	情報に関する
当初の請求が、本政策に定められた手続きに従って提出されたことを
証明することができ、かつ	(ii)	ADBが請求された情報へのアクセスを拒
否することが、本政策に違反していることを示す正当な主張があり、あ
るいはパラグラフ6に記載されるように、本政策の例外事項より優先さ
れるべき公益の存在を示すことができる場合には、AICに異議申立を提
出することができる。

2.	 第二段階：独立異議申し立て委員会

29.	 情報の請求に応じないとする当初の決定をAICが支持する一方、請求
者が依然としてADBが情報の開示を差し控えることは本政策に違反す
ると判断する場合には、請求者は、独立異議申し立て委員会（IAP）に
異議申し立てをすることができる。IAPは、AICの決定を是認または覆す
権限を有する。IAPの決定を最終決定とする。
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30.	 IAPは、(i)	異議申し立てが公益の優先に基づく場合の理事会または総
裁による決定、または(ii)	通常では開示されるはずの情報へのアクセス
を制限する権限を行使するという理事会の決定、のいずれかに関する
異議申し立てについては、検討する権限を有さない。

31.	 IAPは、ADBからは独立した三名の情報アクセスに関する外部専門家か
ら成る。ADBの総裁は、理事会の承認を得てIAPのメンバーを任命する。

3.	 異議申し立ての提出および決定の通知

32.	 AICに対するすべての異議申し立ては、請求のあった情報へのアクセス
を、ADBが拒否する決定を最初に下してから90暦日以内に、書面で行
われなくてはならない。IAPに対するすべての異議申し立ては、アクセス
を拒否する旨のADBによる当初決定をAICが是認するとの決定が下さ
れてから90暦日以内に、書面で行われなくてはならない。異議申し立て
の提出期間である90日を超えて提出された異議申し立ては、審議され
ない。なお、すべての異議申し立てには、下記の記載が必要。

(i)	 当初に請求した情報の内容

(ii)	 ADBが本政策に違反した、または公益の優先が適用されるという
請求者の主張を裏付ける事実や根拠を記述した説明書。

33.	 請求者は、異議申し立てが	(i)	申し立て期間中に提出されなかったた
め、(ii)	異議申し立てを正当に裏付ける十分な情報が示されていなかっ
たため、あるいは	(iii)	AICもしくはIAPが異議申し立て事項の検討権限
を有していない事項であったため、に棄却された場合、通知を受ける。 

D.	 情報アクセス政策とその他の政策との関係

34.	 本政策において、ADBのその他の政策に言及する場合、それらの政
策が改定されている場合は、改定後の政策を含めて言及されたものと
する。	
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E.	 遵守状況審査

35.	 AIPは異議申し立てプロセス（パラグラフ14からパラグラフ21）の対象と
なる。AIPは、ADBのアカウンタビリティ・メカニズム（説明責任を執行す
る手続き・仕組み）政策の対象となる「業務政策」と位置づけられる。そ
のため、プロジェクトの組成、準備あるいは実施の過程において、プロ
ジェクトの影響を受ける住民による、ADBが本政策に違反したとする苦
情も、ADBのアカウンタビリティ・メカニズム政策に基づいて、申し立てを
することができる22。

22	 アカウンタビリティ・メカニズムは、ADBが支援するプロジェクトにより悪影響を受ける住民が、
問題の解決を求めて声を上げ、ADBの業務政策や手続きの不遵守の疑いを報告するため
の場を提供するものである。ADB「アカウンタビリティ・メカニズム」（https://www.adb.org/site/
accountability-mechanism/main）
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V.	 政策の監視および変更

36.	 ADBは本政策の実施状況を監視し、ウェブサイトに年次の報告書を掲
載する。本政策は、理事会の承認により適宜改定される。	
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VI.	 	政策の発効日

37.	 本政策は2019年1月1日に発効し、2011年策定のPCPに取って代わる。
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