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北海道大学附属図書館 / 国連寄託図書館 

2015年度 前期 アカデミックスキルセミナー 

国連情報の探し方セミナー 資料「国連および関係機関の主な資料（出版物）および情報

サイト」 

 

平成 27年 4月 17日作成 

北海道大学 附属図書館 調査支援担当 

 

1.1. 【Webサイト】国際連合広報センター 

・ 概要：国連広報局直属で日本における国連の広報活動を行っている組織のWebサイト。

トップページ → 資料・映像 → 図書館で調べる → 国連文書リサーチガイドと

たどると、国連の資料のテーマ別の調べ方や、Webツールの概要などを知ることができ

る。 

http://www.unic.or.jp/ 

 

1.2. 【Webサイト】United Nations 

・ 概要：国連のトップページ（英語版）。 

http://www.un.org/en/index.html 

 

1.3. 【Webサイト】United Nations Publications 

・ 概要：国連の出版物を提供する Web サイト。いわゆる国連ファミリーに含まれる機関

全ての出版物は網羅していない点に注意。PDF 版がある出版物は多いが、無料のもの

は稀である。 

https://unp.un.org/ 

 

1.4. 【Webサイト】ダグ・ハマーショルド図書館（United Nations Dag Hammarskjöld 

Library）のリサーチガイド（Research Guides） 

・ 概要：国連本部に隣接するダグ・ハマーショルド図書館が作成しているリサーチガイド。

テーマ別に代表的な資料やWebツールを紹介している。また、画面右の Quick Links to 

Full Textからは、総会決議（General Assembly Resolutions）、安保理会合（Security 

Council Meetings）、安保理における拒否権の記録（Security Council Vetoes）、これら

3つへのリンクがあり、それぞれ関連する国連の文書などを年ごとに閲覧可。 

http://research.un.org/en 

 

1.5. 【資料・Webサイト】“Resolutions and Decisions adopted by the General Assembly” 

・ 概要：総会の公式記録版の決議・法定集である総会公式記録補遺 no.49にあたるのがこ



の資料（文書番号「A/（会期）/49」）。第 2 分冊、第 3 分冊が出版されることもある。

上記で紹介したダグ・ハマーショルド図書館のリサーチガイドを経由してアクセスでき

る総会決議（General Assembly Resolutions）のページのうち、過去の会期のページに

ついては上部にWeb版へのリンクがある。 

・ 北大（本館）の所蔵：1960 年代から 2010 年ころにかけて所蔵している巻号もあるが、

全て未登録のため、北海道大学蔵書目録にはヒットしない。利用をご希望の場合の問い

合わせ先は、本館（調査支援担当）。 

 

1.6. 【Webサイト】ODS（Official Document System） 

・ 概要：国連文書の全文検索（本文の中を対象としたキーワード検索）が可能なシステム。

本文の閲覧も可能。1993年以降の文書と、1946年以降の決議が収録されている。検索

後に「発行機関」、「言語」、「発行年」で絞り込み可能。検索エンジンで「UN ODS」な

どと検索すると旧インタフェースの ODSが出てくる点に注意。 

http://www.un.org/en/documents/ods/ 

 

1.7. 【Webサイト】UNBISnet（United Nations Bibliographic Imformation System） 

・ 概要：ダグ・ハマーショルド図書館と国連のジュネーブ事務局が作成している国連の出

版物や文書を中心とした書誌情報の検索システム。検索結果に「Link to」という表示

がある場合は本文が閲覧できる Web サイトへ遷移することができる（遷移先は多くの

場合、ODS）。また、総会と安保理の採決記録、主要機関の演説記録も検索・閲覧可。

ただし、いずれの場合も全文検索はできない点に留意すること。 

http://unbisnet.un.org/ 

 

1.8. 【Webサイト】UN-I-QUE（United Nations Info Quest） 

・ 概要：キーワードによって、1946 年以降の国連の文書番号やセールスナンバーを検索

できるデータベース。機関や委員会は、略称でも検索可能。例えば、「UNEP report」

と検索すると、UNEP（国連環境計画：United Nations Environment Programme）に

関する報告書の文書番号やセールスナンバーを調べることができる。 

http://lib-unique.un.org/ 

 

1.9. 【Webサイト】70 Years, 70 Documents 

・ 概要：ダグ・ハマーショルド図書館が先日開設したWebサイト。国連 70周年を記念し

て、重要な国連決議など 70種類をまとめている。8月までに全て公開される予定。 

http://research.un.org/en/UN70 

 

1.10. 【資料・Webサイト】“Yearbook of the United Nations” 



・ 概要：国連は年鑑（Yearbook）を何種類も発行しているが、最も基本的・代表的な年鑑

であり、その年の国連の活動が解説されている。また、決議などは本文が再録される。

Web版<http://unyearbook.un.org/>では初号（1946/47年）から利用可。 

・ 北大（本館）の所蔵：ほぼ網羅して所蔵。自動化書庫と 4階の国際資料コーナーにある

が、1960 年代ころまでの分は自動化書庫にしかない場合があり、それ以降の分は 4 階

の国際資料コーナーにしかない場合がある。 

 

1.11. 【資料】“United Nations Treaty Series”（UNTS） 

・ 概要：国際連合の条約集。国連憲章第 102条に基づき、加盟国は条約を国連に登録する

ことになっており、1946 年以降の主要な条約はほとんど掲載されている。ただし、条

約が締結されてから発行されるまで 4,5年かかるため、最新の条約は調べられない。 

・ 北大（本館）の所蔵：1946年から 2007年までをほぼ網羅しており、すべて 4階の国際

資料コーナーにある。 

 

1.12. 【Webサイト】United Nations Treaty Collection 

・ 概要：“United Nations Treaty Series”（UNTS）と“League of Nations Treaty Series”

（LNTS：国際連盟の条約集）を閲覧・検索できる国連のデータベース。現時点では、

無料で利用可能。なお、LNTSは北大に所蔵していない。 

https://treaties.un.org/ 

 

1.13. 【資料・Webサイト】ICJ（国際司法裁判所：International court of justice）の判決

など 

・ 概要：紙は下記のとおり。Webサイト<http://www.icj-cij.org/homepage/>で前身の PCIJ 

（常設国際司法裁判所：Permanent Court of International Justice ）を含め、判決な

どが検索・閲覧可。 

・ 北大（本館）の所蔵：以下、いずれにも共通するのは、書庫（東棟１階の外国判例）に

ある点。 

 “Reports of judgments, advisory opinions and orders”： ICJの判決、勧告的意

見、命令を収録。1947年以降を全て所蔵。 

 “Pleadings, oral arguments, documents”：ICJの抗告申告書、口頭弁論、関連

文書を収録。1948年以降をほぼ所蔵。 

 “Yearbook”：ICJの年鑑。その年に ICJで扱ったことや担当の裁判官等が確認可。

1946年以降（1960年代に欠号あり）を所蔵。 

 “Publications of the Permanent Court of International Justice”：PCIJの出版

物。A から F までシリーズが分かれており、判決などをまとめているのはシリー

ズ Aおよび A/B。1922年から 1940年までほぼ所蔵。 



 

1.14. 【資料・Webサイト】“Reports of international arbitral awards” 

・ 概要：国連がまとめている国際的な仲裁判断の報告書。PCA（常設仲裁裁判所：

Permanent Court of Arbitration）や特別法廷の判決を広く収載。Web版で初号（1948）

から検索・閲覧可<http://www.un.org/law/riaa/>。 

・ 北大（本館）の所蔵：Vol.11 までは書庫 4 階にリプリント版が所蔵。Vol.12 以降は 4

階の国際資料コーナーに所蔵（欠号あり）。 

 

1.15. 【Web サイト】ICTY（旧ユーゴスラビア国際刑事裁判所：International Criminal 

Tribunal for the former Yugoslavia）、 ICTR（旧ルワンダ国際刑事裁判所：

International Criminal Tribunal for the former Rwanda）、ICC（国際刑事裁判所：

International Criminal Court）の判決など 

・ 概要：主要な特別法定である ICTYと ICTR は、安保理が 2010年末にこれを引き継ぐ

組織である国際刑事法廷の残余メカニズム（MICT：Mechanism for International 

Criminal Tribunals）を設立しており、このMICTのWebサイトでそれぞれの判決な

どを検索・閲覧可能。また、ICC（設立条約 2002年に発効）のWebサイトでは、ICC

の判決などを検索・閲覧可能。 

http://www.unmict.org/en/cases 

http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/Pages/situations%20an

d%20cases.aspx 

 

1.16. 【Webサイト】Treaty Body database 

・ 概要：国連の人権に関する条約に基づく機関（例として、CAT（拷問禁止委員会）、CCPR

（自由権規約（B 規約））、CED（強制失踪委員会）、CEDAW（女子差別撤廃委員会）、

CRED（人種差別撤廃委員会）、CESCR（社会権規約（A 規約））、CMW（移住労働者

委員会）、CRC（子どもの権利委員会）、CPRD（障害者の権利委員会）など）の文書を

探すことができるデータベース。国連人権高等弁務官事務所（OHCHR：Office of the 

High Commissioner for Human Rights）の Treaty-based bodiesのWebサイトの下に

ある。1990年ころを境にして検索結果に出てこない文書がある点に注意（1990年ころ

以前の文書も必要な場合は UNBISnetや紙の資料などを併用して探すこと）。また、検

索エンジンで「Treaty Body database」などと検索すると旧インタフェースの Treaty 

Body databaseが出てくる点に注意。旧インタフェースの場合、最新の文書が掲載され

ていないことがある。 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx 

 

1.17. 【資料】“Official Records of the Human Rights Committee” 



・ 概要：国連の人権に関する条約に基づく機関の一つである自由権規約（B規約）委員会

の基礎資料であり、Vol.1は議事概報、Vol.2は主要なドキュメントの再録である。Vol.2

に各国の提出報告書も掲載されている。 

・ 北大（本館）の所蔵：“Official Records of the Human Rights Committee”は、1977-1987

年の間は“Yearbook of the Human Rights Committee”というタイトルで刊行されて

いた。1977年から1993年までを網羅しており、すべて4階の国際資料コーナーにある。 

 

1.18. 【Webサイト】Jurisprudence database 

・ 概要：国連の人権に関する条約に基づく機関が個人通報手続きに関して行った決定を検

索・閲覧することができるデータベース。国連人権高等弁務官事務所（OHCHR：Office 

of the High Commissioner for Human Rights）の Treaty-based bodiesのWebサイト

の下にある。 

http://juris.ohchr.org/ 

 

1.19. 【Webサイト】Universal Periodic Review 

・ 概要：2006年に創設された人権理事会の普遍的定期検査（4年ごとに国連の全加盟国の

人権記録を検査）を国別に閲覧することができるデータベース。 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/Documentation.aspx 

 

1.20. 【資料・Webサイト】“United Nations Juridical Yearbook” 

・ 概要：国連および国連と関連する政府間機関に関して締結された条約本文や裁判所（国

内裁判所も含む）判決文を掲載している年鑑。巻末に文献目録あり。Web版で初号（1962）

から閲覧可<http://www.un.org/law/UNJuridicalYearbook/index.htm>。 

・ 北大（本館）の所蔵：1963 年から 2010 年にかけて所蔵しているが欠号あり。全て 4

階の国際資料コーナーに所蔵。 

 

1.21. 【資料・Webサイト】“Yearbooks of the International Law Commission” 

・ 概要：国連の国際法委員会の年鑑。Vol.1 は議事概報、Vol.2(Part.1)は主要ドキュメン

トの再録、Vol.2(Part.2)は国連総会提出の国際法委員会年次報告書の再録。Web版で初

号（1949）から閲覧可<http://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/yearbooks.htm>。 

・ 北大（本館）の所蔵：1949 年から 2008 年まで所蔵。ところどころ欠けている。1960

年代を境に古いものは自動化書庫にあり、新しいものは 4階の国際資料コーナーにある。 

 

1.22. 【資料・Webサイト】“United Nations Commission on International Trade Law 

Yearbook” 

・ 概要：国連の国際商取引法委員会の年鑑。国際商取引法委員会とその下部作業部会の主



要ドキュメントが再録される。巻末に文献目録あり。Web 版で初号（1968）から閲覧

可<http://unstats.un.org/unsd/mbs/>。 

・ 北大（本館）の所蔵：1968年から 2001年まで所蔵。ところどころ欠けている。全て 4

階の国際資料コーナーにある。 

 

1.23. 【資料・Webサイト】“Monthly bulletin of statistics” 

・ 概要：国連の統計月報。紙での刊行は 2012年 2月まで。Web版で 2000年から最新号

までのデータ入手可<http://www.un.org/law/UNJuridicalYearbook/index.htm>。 

・ 北大（本館）の所蔵：1998年から 2012年をすべて所蔵。4階の国際資料コーナーにあ

る。 

 

1.24. 【資料・Webサイト】“Statistical yearbook” 

・ 概要：国連の統計年鑑。Web 版<http://unstats.un.org/unsd/syb/default.htm>で 2006

年から最新号が閲覧可。 

・ 北大（本館）の所蔵：1952年から 2010年を所蔵。ところどころ欠けている。4階の国

際資料コーナーにある。 

 

1.25. 【Webサイト】UNdata 

・ 概要：国連統計部が提供する国連の統計データベースをまとめて検索できる Web サイ

ト。また、「Country data services」で国名をクリックすると、各国の統計Webサイト

へ遷移する。 

http://data.un.org/ 

 

1.26. 【Webサイト】UN Comtrade Database 

・ 概要：国連の加盟国別・商品別の貿易のデータベース。1962年以降のデータを入手可。 

http://data.un.org/ 

 


