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■国連資料の文書記号（基本構造）

■最初の記号

■基本的に親組織を示します

A/- 総会

E/- 経済社会理事会

S/- 安全保障理事会

ST/- 事務局

■例外的に親組織を表さないものもあります（以下は一例）

CCPR/- B規約（市民的及び政治的権利に関する国際規約）人権委員会

CEDAW/- 女子差別撤廃委員会

CERD/- 人種差別撤廃委員会

CRC/- 子どもの権利に関する委員会

DP/-　 国連開発計画

FCCC/- 気候変動枠組み条約

HRI/- 国際人権機関

SPOS/- 新国連海洋法条約

TD/- 国連貿易開発会議

UNEP/- 国連環境計画

■2番目、3番目に来る記号

■下部機関を示すもの

-/AC. …/- 特別委員会＝アドホック委員会

-/C. …/- 常設委員会＝主委員会

-/CN. …/- （機能）委員会（Commission）

-/CONF. …/- 会議（Conference）

-/GC. …/- 理事会＝運営委員会（Governing council）

-/PC. …/- 準備委員会（Preparatory committee）

-/SC. …/- 小委員会（Subcommittee）

-/Sub. …/- 小委員会（Subcommission）

-/WG. …/- 作業部会（Working group）

■文書の性格を示すもの

-/CRP. … 会議室文書

-/INF/- 情報シリーズ（出席者のリストなど）

-/L. … 限定的配布（一般に文書の草案など）

-/NGO/- 非政府組織によるステートメント

-/PET/- 請願書

-/PRST/- 安全保障理事会議長によるステートメント

-/PV. … 会議の逐語的な記録（議事報告書）

-/R. … 配布制限；アクセス制限（後に制限が解除されたものを除く）

-/RES/- 決議

-/SR. … 会議の要約記録

-/WP. … 作業文書

■末尾の記号

-/Add. … 補遺

-/Amend. … 採択された正式な文書の一部に対する、正当な権限をもつ組織の決定による変更

-/Corr. … 訂正（一部の言語バージョンのみに適用されることもある）

-/Rev. … 改訂（以前に発行された文書との差し替え）

-/Summary. … 要約されたバージョン

-/…* 技術的な理由による文書の再発行

―総会、安保理、経社理の文書例は右ページ

参考資料 

 『国際機関資料検索ガイド』 川鍋道子（東信堂） 

 13-16ページ 
 

 文書記号（WEBサイト） 
http://www.unic.or.jp/texts_audiovisual/libraries/

PV. と SR. の違い 

 PV.：発言全体をそのまま掲載 

 

 SR.：第三者の立場から記録 



■文書記号（総会、安保理、経社理の文書例）

■総会（A/-）の文書例 * 会期には数字が入ります。現会期（2014年9月～）は第69会期です。

A/会期/続き番号 （基本的な文書の構造）

A/会期/1 事務総長覚書

A/会期/2 安全保障理事会の年次報告書

A/会期/3 経済社会理事会の年次報告書

A/会期/50 暫定議題リスト

＝翌会期の議題の提案(のちに削除・延期あり)

A/会期/100 注釈付き暫定議題リスト

A/会期/150 暫定議題

A/会期/250 一般委員会報告書

A/会期/251 議題

A/会期/252 議事項目の割当

A/AC.237/- 気候変動枠組みのための政府間交渉会議

A/BUR/- 一般委員会

A/C.1/- 第1委員会（軍縮と国際安全保障）

A/C.2/- 第2委員会（経済と金融）

A/C.3/- 第3委員会（社会、人道と文化）

A/C.4/- 第4委員会（特別政治問題と非植民地化）

A/C.5/- 第5委員会（行政と予算）

A/C.6/- 第6委員会（法律）

A/CN.4/- 国際法委員会

A/CN.9/- 国際商取引法委員会

A/CONF.151/- 国連環境開発会議（地球サミット） 1992年

A/CONF.157/- 世界人権会議 1993年

A/CONF.171/- 国際人口開発会議 1994年

A/CONF.199/- 持続可能な開発に関する世界首脳会議 2002年

A/CONF.206/- 国連防災世界会議 2005年

A/CONF.216/- 国連持続可能な開発会議（リオ＋20） 2012年

■安保理（S/-）の文書例 * 年には西暦4桁の数字が入ります。

S/年/続き番号 （基本的な文書の構造）

S/Agenda/会合番号 会合ごとの議題

S/PRST/- 議長によるステートメント

■経社理（E/-）の文書例

E/年/続き番号 （基本的な文書の構造）

E/年/1 活動プログラム

E/年/2 組織会期（春）の議題

E/年/100 実質会期（7月）の議題

E/C.1/- 第1委員会（政府間機関交渉委員会）

E/C.2/- 第2委員会（非政府間機関委員会）

E/C.11/- 第11委員会（人間居住委員会）

E/C.12/- 第12委員会（A規約（経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約）人権委員会）

E/CN.4/- 第4委員会（人権委員会）

E/CN.17/- 第17委員会（持続可能な開発委員会）

E/ECE/- ヨーロッパ経済委員会

E/ESCAP/- アジア太平洋経済社会委員会

E/ESCWA/- 西アジア経済社会委員会

E/ICEF/- 国連児童基金（ユニセフ）

―基本構造は左ページ

当該会期前に発行される 

古い文書は 

番号体系が現在と異なっているものがあります。

例えば、総会は30会期以前は、文書番号の中に

会期を示す数列は含まれません。例えば、総会

の公式記録版の決議・決定集は、30会期が

「A/10034」、31会期が「A/31/39」です。 
 

その他、ご不明な点は下記WEBサイトでご確認い

ただくか、カウンターにてお問い合わせください。 

 文書記号（WEBサイト） 
http://www.unic.or.jp/texts_audiovisual/libra
ries/research_guide/research/symbols/ 

参考資料 

 『国際機関資料検索ガイド』 川鍋道子（東信堂） 

 13-16ページ 
 

 文書記号（WEBサイト） 
http://www.unic.or.jp/texts_audiovisual/libra
ries/research_guide/research/symbols/ 


