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第二部 資料・情報の探し方セミナー 資料３ 

WTOの Documents Onlineの全体像と各検索機能 

2015/6/19作成 

附属図書館 調査支援担当 

 

 WTOの文書は、英語、フランス語、スペイン語の三か国語で提供されている。多くの文書（「Public」扱い

の文書）は Documents Onlineから検索・入手することが可能である。一方、一部の文書は Documents Online

に収録されるものの、一定期間は閲覧できない（「Member」扱いの文書）。これら閲覧が制限されている文書

は、WTOのメンバーもしくは認められたオブザーバーには IDが付与され、閲覧可能とのことである。 

 

１．トップページ 

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S005.aspx 

 WTO では、６つの検索方法を提供している。トップページからそれぞれの検索方法のページへ移って実際

の検索を始める。また、「Guide to Documentation」、「Help」ページへのリンクも設けられている。 

 

Recent documents：

最近の文書 

Commonly-consulted 

documents：よく検索される文書 

Documents for 

meetings：会議の文書 

By topic：  

トピックで探す 

Search：一般的な

検索機能 

Notifications

：通報 

Help 

Guide to Documentation 

メンバー用の

ID認証入口 
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２．Recent documents 

【検索画面】 

 

 

【検索結果画面その１】 

 

 

 

トピックの指定。 

文書タイプやトピック

により、絞り込み可。 

HTML版の文書へのリンク 

PDF版、WORD版へのリンク 

書誌情報へのリンク 

プルダウンで１か

月前まで指定可。

ただし、その下で

任意の期間を指定

することも可。 
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【検索結果画面その２】 

 

 

３．Commonly-consulted documents 

【検索画面】 

 

 

 

 

 

 

 

１．必要な文書にチェック

を入れてから 

２．左上の Download 

Documentsをクリックすると 

３．まとめてダウンロード可

（言語、フォーマットを選択） 

Official Records (WTO Bodies and Committees)：

各理事会や委員会、作業部会などのWTOの公式機関

の議事録やレポート、年報など 

Background Papers：事務局が把

握する主要なトピックについての

見解、政策方針などの文書 

Sessions of the Ministerial Conference：

WTO の定例閣僚会議や非公式閣僚会合の文

書とその関連資料 

GATT documents：GATT

の頃の文書（WTOウェブサ

イト下部へ移動） 

Legal Texts and Agreements：

WTO の法令に関する文書（WTO

ウェブサイト下部へ移動） 
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【展開画面例その１：Official Records (WTO Bodies and Committees)】 

 

 

【展開画面例その２：SPS委員会】 

 

 

４．Documents for meetings 

2003年以降の公式会議や非公式協議の資料を検索可。 

【検索画面】 

 

 

 

 

 

委員会および小委員会 

交渉グループ、作業部会 

その他の組織 

事務局や理事会 

事務局長のレポート 

Basic documents 

・年次報告 

・決定 

・会議録 

その他の定期的な文書 

（組織ごとに異なる） 

SPS 委員会の「特定の貿

易上の関心事項」はこちら 

 

 

 

 

 

 
トピックの指定。 

期間の指定。 
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【検索結果例：期間「2014/1/1-」トピック「Agriculture」】 

 
 

５．By topic 

 Commonly-consulted documentsと同様にツリー状にたどって文書検索可。 

【検索画面】 

 
 

６．Notifications 

 通報に絞って検索するための機能。 

【検索画面（簡易検索）】 

 

会議名のリンクを選ぶと、

その会議の文書一覧が表

示される。 

アイコンをクリックする

と、その会議の文書全て

がダウンロード可。 

General Councilの下

は、アルファベット順

に並んでいる。 

ドキュメントシンボルも表示。 

期間の指定。 

通報の分野を指定 

通報を行なった国を指定 
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【検索結果画面例：親子関係の文書】 

 Notification 検索では、親子関係の文書（元の文書に対して、ドキュメントシンボルの末尾に「Add」

（Addendum：補遺）、「Corr」（Corrigendum：訂正）、「Rev」（Revision：改訂）、「Suppl」（Supplement：

補足）が付く文書）は階層となって表示される。 

 

 

 

７．Search 

 もっとも汎用的な検索機能。 

【検索画面】 

 

親子関係の文書がある場合は「＋」のアイコンが表示

される。クリックすることで子にあたる文書も表示。 

ドキュメントシンボルを指定。 

ドキュメントナンバー

（「15-3004」のように「年-連番」

で示される番号）を指定。 

期間を指定。 

タイトル検索：””でフレーズ

をくくることでフレーズ検索

が可能。論理演算子は「and」

「not」「or」「near」が利用

可（nearは 5字以内を検索）。 

国・地域を指定。「concerned」は関係

が直接的な場合、「mentioned」は関係

 

トピックを指定

（右のリストか

らも指定可）。 

文書タイプを指定（右の

リストからも指定可）。 

要約、もしくは文書全体

からキーワード検索。 
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８．検索例その１：「Notifications」機能で SPS通報を調べる。 

 韓国が行った通報（Notification）で日本に影響があるものを探すケース。 

【「Notification」の詳細検索（Advanced Search）】 

 

 

９．検索例その２：「Commonly-consulted documents」機能で SPS委員会の「特定の貿易の関心事項」の

概要を調べる。 

 SPS委員会が毎年「特定の貿易の関心事項」についてまとめているドキュメントを探すケース。 

【「Commonly-consulted documents」の画面】 

Official Records (WTO Bodies and Committees) 

  → Committees / Sub-Committees 

   → Committee on Sanitary and Phytosanitary Measures 

    → Other regular documents とたどった結果が下記の画面。 

 

通報した国（輸入国）

"Korea, Republic of" 

通報によって影響をこうむる国

（輸出国）"Japan" 

Specific Trade Consernsをクリック 
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【検索結果画面】 

 
 

＊補足「Search」機能で SPS委員会の「特定の貿易の関心事項」の概要を調べる場合 

 

 

「Corr.1」：1回目の訂正 

「"G/SPS/GEN*"」：ドキュメントシンボルが

G/SPS/GEN（SPS委員会の様々な文書

（miscellaneous））で始まるもの 

「SPECIFIC TRADE CONCERNS」：ドキュメント

のタイトルに「SPECIFIC TRADE CONCERNS」

を含むもの 

最新の「特定の貿易の関心事項」報告書 


