
アジア情報研修
国際化するアジアの諸課題を調べよう!
～国際機関の文書と統計を使って～

科目① 文書から調べる
-国際連合とその関連機関を中心に-

国立国会図書館関西館アジア情報課

1



2

科目① 文書から調べる
-国際連合とその関連機関を中心に- （150分）

１．国連文書の調べ方 13:45～14:20 （35分）

２．事前課題の解説 14:20～14:40 （20分）

（休憩5分）

３．当日課題演習 14:45～15:25 （40分）

（休憩5分）

４．当日課題発表・解説 15:30～16:00 （30分）

質疑応答15分



質問の受け方
質問は、グループワークの時間以外にチャットに
記入してください。（宛先は全員）
最後の質疑応答の時間に回答します。

＊グループワークの時間は、全体に向けてチャットを
記入できなくなります。
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国立国会図書館の蔵書構築
国内の出版物は、「法定納本制度」により網羅的に収集

外国の出版物は、選択して収集 （購入・国際交換・寄贈など）

東京本館、関西館、国際子ども図書館の３館に分散して配置

②関西館
主要な日本語図書・雑誌・新聞、
アジア関係資料、外国雑誌、
博士論文、科学技術資料など

①東京本館
国内の出版物、
外国図書、国連資料など

③国際子ども図書館
児童書、教科書など

国立国会図書館のアジア関係資料



国立国会図書館関西館アジア情報室
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・アジア言語資料の蔵書数
図書:約46万冊
雑誌:約8,300タイトル
新聞:646タイトル

・新聞、雑誌、年鑑類のバックナンバーや叢書類を多く所蔵

・アジア関係の日本語・欧米言語資料も所蔵

・ 満18歳以上の方ならどなたでも利用できます。



国立国会図書館関西館アジア情報室

アジア関係のレファレンス・情報発信等を行っています!
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○ アジア情報室通報
「（レファレンス事例・ツール紹介(18)）中国の雑誌記事の探し方」『アジア情報室通報』
18巻2号, 2020.6, pp.11-13. https://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/bulletin18-2-3.php

○ アジア情報室の社会科学分野の新着資料紹介シリーズ
「＜英語＞『移行期のミャンマーメディア:遺産、課題、変化』」（2021年5月公開）

https://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/shinchaku2105-asia1.php

○ 国立国会図書館調査及び立法考査局刊行物
「 【韓国】日本の輸出管理見直しに対する WTO 紛争解決手続の再開の決定」『外国の立法』No.286-2, 2021.2, p.46.

https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_11633276_po_02860216.pdf?contentNo=1



国立国会図書館関西館アジア情報課 伊勢田梨名
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国際化するアジアの諸課題
国際テロリズム、地球環境問題、人権問題、難民問題・・・
国際問題と国内問題の線引きが困難に。

従来国内問題とされた事柄も国際問題として扱われるように。

諸課題に、国際社会はどう対応しているのか?
今回は「国連文書」から調べる
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目標:国連とその関連機関の文書の検索方法に関する
理解を深める



日々報じられることの多い国連の活動ですが…

「国連総会が決議採択」

「安保理で決議案否決」

「調査報告書を提出した」
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決議本文はどうやっ
て調べる?

どの国がどうして
反対した?

調査報告書を見たい

そもそも国連文書にはどのよ
うな種類がある?

国連文書の概要、国連文書を調べる大まかな道筋を紹介します



内容

１．国連の概要
２．国連の資料の概要
３．国連文書の検索ツール 【入口編（英語・日本語）】

４．国連文書の検索ツール 【各ツール紹介編（英語）】
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国連の概要
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なぜ国際連合（国連）か
 国際社会の特徴

・国内社会のような統一的な公権力は存在しない
・合意の重視
・条約、国際慣習法 : 伝統的な国際法の法源

12

「国連は世界政府でも国際法の集権的な執行機関でもありません。では何か。それは唯一の普遍的国際機関として
国際社会のコンセンサスを創出するための常設的な政治フォーラムです。そこにおいてコンセンサスが生まれれば、
諸国間の力強い国際協調を引き出し、それによってさまざまな問題を解決することができると思います。」

（参考）「国連外交 日本と国連」外務省HPhttps://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jp_un/index.html

（引用）坂本一哉ら「座談会「国連の強化・活用を日本外交の主軸に」」外務省HPhttps://www.mofa.go.jp/mofaj/press/iken/05/0504b.htmlから坂本一哉氏の発言.
（『外交フォーラム』18(4) (通号 201) 2005.4, pp.18-28からの転載）

 国連の特徴
・幅広い諸国が加盟しているという普遍性（現在193か国）、目的・機能の一般性
・世界中の情報・知見を集約しているという専門性に基づく正統性

ただし、国連には様々な課題も。神聖視・絶対視することなく、批判的な視点を持つことも重要



国連とは
第二次世界大戦を防げなかった国際連盟の反省を踏まえ、1945年10月に設立。

目的
・国際平和および安全を維持すること
・人民の同権と自決の原則の尊重に基礎を置く諸国間の友好関係を発展させること
・経済的、社会的、文化的または人道的性質を有する国際問題の解決、ならびに人権

および基本的自由の尊重を助⾧奨励することについて、国際協力を達成すること
など（国連憲章第1条、有斐閣p.70）
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公用語
アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語、スペイン語の6カ国語

“Official Languages” UN website https://www.un.org/en/our-work/official-languages



国連の組織
６つの主要機関（国連憲章第７条）

総会、安全保障理事会、経済社会理事会 、
信託統治理事会、国際司法裁判所、事務局

※信託統治理事会は、最後の国連信託統治領パラオが1994年に独立したことに伴い、活動を停止している。
※主要機関の下にさまざまな補助機関が設けられている。

国連ファミリー
国連教育科学文化機関（UNESCO）、世界貿易機関（WTO）などの国際組織は、
国連と緊密な連携を保っており、「国連ファミリー」の一員とされる。

☞「国際連合システム」国際連合広報センターウェブサイト https://www.unic.or.jp/files/organize.pdf
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本講義の実習で扱う主な組織
 総会（General Assembly）

全加盟国で構成される国連の主要な審議機関。

総会の資料について:リサーチ・ナビ「UN(国際連合)―総会」https://rnavi.ndl.go.jp/politics/entry/UN-GA.php

 安全保障理事会（Security Council）
「国際の平和及び安全の維持に関する主要な責任」を負っており（国連憲章第 24 条 1 項）、
全加盟国を拘束する決定を行いうる（同第 25 条）。5つの常任理事国と、非常任理事国10か国の計15か国で構成。

安保理の資料について:リサーチ・ナビ「UN(国際連合）―安全保障理事会」https://rnavi.ndl.go.jp/politics/entry/UN-SC.php

 世界貿易機関（WTO）
加盟国の貿易障壁の削減や撤廃、貿易に関する規律の策定、貿易に係る紛争の解決等を行う国際機関。

WTOの資料について:リサーチ・ナビ「WTO (世界貿易機関) GATT(関税及び貿易に関する一般協定)」
https://rnavi.ndl.go.jp/politics/entry/wto.php
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主要機関

国連ファミリー
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どんな種類の資料
がある?



国連の資料
国連は「文書製造工場」と言われるほど大量の文書を発行していて、

検察ツールも多様。

解説では、国連の主要機関である総会・安保理、その補助機関等の文書を想定。

国連ファミリーに含まれる関連機関等（WTO等）の文書は、
各機関のサイト等を参照。

→WTOについて、当日課題で扱う。
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主な種類
決議 (Resolutions)

議事録 (Meeting Records)

報告書 (Reports)

 公式記録 (Official Records)

 議⾧声明 (Presidential Statements (Statement by the President))

 書簡 (Letters)

 プレスリリース (Press Releases)

 出版物 (Publications)
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中心に紹介
本レジュメでは

「国連文書」

“UN Documentation: Overview” Dag Hammarskjöld Library website 
https://research.un.org/en/docs を主に参照した。

末尾の付録で紹介



決議 (Resolutions)
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例えば
「国連アフガン支援団、活動期間延⾧ 安保理が全会一致で決議」
2021.9.19.朝日新聞デジタルhttps://www.asahi.com/articles/ASP9L76YDP9KUHBI022.html

→安全保障理事会決議2596(2021), UN Document S/RES/2596(2021), 17 
September 2021. https://undocs.org/en/S/RES/2596(2021)



決議の発行形態
総会、安全保障理事会、経済社会理事会、人権理事会の決議:

個々の文書として発行されている。

＊経済社会理事会の決議は2012年～、人権理事会の決議は2010年～、個々の文書として発行。

＊総会、安保理、経社理の決議は、年／会期ごとにまとめた形でも発行されている。

その他の機関の決議:上位機関への報告書に含まれる可能性あり。

参照 “UN Documentation: Overview - Resolutions & Decisions” https://research.un.org/en/docs/resolutions

“Where can I find a resolution of a subsidiary body?” https://ask.un.org/faq/14580
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個々の文書として検索できる。

個々の文書として見つからないとき、
報告書等を調べてみるのも方法。



【参考】決議の法的効果
 組織の維持運営（内部事項）に関する決議（予算の承認、加入、手続規則の制定など）:

一般に加盟国に対する法的拘束力を有するとされることが多い。

 組織の目的任務の遂行（対外的事項）に関する決議:
一般に勧告的効力にとどまる。

例外的に加盟国に対する法的拘束力を有する例:安全保障理事会の決定（国連憲章25条）

 勧告的効力にとどまる決議であっても、さまざまな効果をもたらす。
（参照:佐藤pp.203-221)
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議事録 (Meeting Records)

 記録される内容:
発言、採決の状況など

 国連機関の全ての会議で議事録が発行されるわけではない。
公式の議事録がない会議でも、その議事内容を
プレスリリース、年次/会期報告書等から参照できる場合がある。

 議事録の公開まで時間がかかることもあり、最近の会議で
議事録が未公開の場合はプレスリリースを参照するとよい。
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参照 “UN Documentation: Overview - Meeting Records“Dag Hammarskjöld Library website https://research.un.org/en/docs/meetings
“UN Documentation: How to Find UN Documents - Meeting Records & Speeches” Dag Hammarskjöld Library website https://research.un.org/en/docs/find/meetings



議事録 (Meeting Records)

逐語議事録と要約版

（安保理の場合）
公式会合（公開）:逐語議事録が作成される。

公式会合（非公開）:会合の内容を要約した公式コミュニケが作成される。
非公式会合:公式会合の準備作業は非公式協議でおこなわれるが、議事録もプレスリリース

も発行されない。（会議参加者の発言がメディアを通じて報じられる場合はある）

参照 リサーチ・ナビ「UN(国際連合）―安全保障理事会 Security Council」https://rnavi.ndl.go.jp/politics/entry/UN-SC.php

23



報告書 (Reports)

年次／会期報告書
下位機関の決議等が掲載される場合がある。
上位機関に提出されることが多い。

事務総⾧、安全保障理事会、経済社会理事会、国際司法裁判所は、
総会へ提出することになっている。

事務総⾧報告書

書簡（Letter）の形で報告書が送られることもある。

各組織が一般向けに発行する報告書もある。
国連環境計画の『Global Environment Outlook』など

報告書の発行機関のサイト等でのみ公開される場合もある。
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例えば…
「サウジ攻撃兵器 「イラン由来」
国連総⾧報告書」『読売新聞』
2020.6.13.

参照 “UN Documentation: Overview- Reports” Dag Hammarskjöld Library website https://research.un.org/en/docs/reports



国連文書の検索ツール
【入口編】英語・日本語
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オンラインで利用
できるもの



UN Documents、国際連合広報センター、リサーチ・ナビ
 これからさまざまな調査ツールを紹介しますが、全部を覚えていただく必要はありません。

 今回扱うツール（英語）の多くは、国連HPの「Documents」ページからアクセスできます。

 日本語で調べたいときは「国際連合広報センター」。
国連機関以外の組織も調べたい場合等は、当館の「リサーチ・ナビ」から検索方法を確認すると便利です。
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https://rnavi.ndl.go.jp/rnavi/
日本語でツール等を紹介。
国連機関以外も。

https://www.un.org/en/our-work/documents
国連主要機関の文書等へのガイドに特化したページ。

UN Documents リサーチ・ナビ

https://www.unic.or.jp/
国連憲章、一部の決議の邦訳、
国連の機構の概要などを掲載。

国際連合広報センター



英語で調べる

 1993年～の国連文書の大部分
 主要機関の決議:1946年～
 安全保障理事会の文書:1946年～
 総会、経済社会理事会、信託統治理事会の公式記録（全体会議議事録など ）:1946年～
 年刊（出版物）

『UN Yearbook』:1946/47年～
『Index to Proceedings of the Security Council』:1946年～ など
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拡大しているオンラインで利用可能な資料の範囲

（参照）”UN Documentation: Overview” Dag Hammarskjöld Library website https://research.un.org/en/docs
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国連文書の調査に有用な情報源へのリンク

国連主要機関の文書へのガイド

が１ページにまとまっている

国連年鑑などへの
リンク （出典）”Documents” UN webstie

https://www.un.org/en/our-work/documents

英語で調べる UN Documents国連HPの「Documents」



国連文書の仮訳等が掲載されている可能性のあるサイト等

 国際連合広報センターHP

 官報、外務省HP など
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日本語で調べる



国際連合広報センターHP

2007年から2018年にかけて、国際連合広報センターが「国連決議・邦訳校閲チーム」
の協力を得て作成した決議、報告書等の邦訳が掲載されている。

国連憲章の邦訳や、国連の機構等についての概説も掲載されている。
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（出典）国際連合センターウェブサイト https://www.unic.or.jp/texts_audiovisual/resolutions_reports/

日本語で調べる 国際連合広報センター
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機関名などで検索

略

国連機関以外の
国際機関も。

出典 https://rnavi.ndl.go.jp/rnavi/

国連機関以外の組織も調べたい、検索方法を確認したい場合等

日本語で調べる リサーチ・ナビリサーチ・ナビ



国連文書の検索
【各ツール紹介編（英語）】
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「UN Documents」を
主な起点とし、

英語で文書本文を調べる



ドキュメント記号

ドキュメント記号が分かる場合は、
ドキュメント記号から探すのが効率的!
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ドキュメント記号って?（Document Symbols）

国連が刊行する資料は、（雑誌や年鑑、プレスリリース等を除いて）多くに
ドキュメント記号が付与される。

国連文書の引用の際、ドキュメント記号が明記されていることも多い。

ドキュメント記号の構造を覚えておくと、文書の内容を見なくてもその性格が分かって便利。

おおむね、以下の順で記号が配列される。いくつかの記号が無い場合もある。

主組織／下位組織／年 or会期／文書の種類 . 通し番号／原文の修正
詳しくは

「文書記号」国際連合広報センター
https://www.unic.or.jp/texts_audiovisual/libraries/research_guide/research/symbols/

「UN(国際連合)―国連資料の種類（ドキュメント、公式記録、パブリケーション）」
リサーチ・ナビ https://rnavi.ndl.go.jp/politics/entry/UN-docOR.php
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例:A/PV.1013 ⇒
（総会／会議の逐語的な記録.1013）
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種別 記号 意味 例

主組織
A/ 総会 A/58/817

S/ 安全保障理事会 S/16051

E/ 経済社会理事会 E/5715/REV.2

下位組織
-/AC. .../- アドホック委員会 A/AC.198/2005/4

-/C. .../- 常設委員会/主委員会 A/C.1/46/PV.23

-/CN. .../- 委員会 A/CN.9/552

文書の性格
-/PV. ...

会議の逐語的な記録
（議事報告書） S/PV.2430

-/SR. ... 会議の要約記録 E/2002/SR.45

-/RES/- 決議 A/RES/59/174

原文の修正
-/Add.# 補遺 E/2003/INF/2/Add.2

-/Corr.# 訂正 S/1264/Corr.1

-/Rev.# 改訂 A/64/L.39/Rev.1

よく使われるドキュメント記号 (「文書記号」国際連合広報センターhttps://www.unic.or.jp/texts_audiovisual/libraries/research_guide/research/symbols/
を基に作成）



検索ツールの例:ドキュメント記号から

ドキュメント
記号がわかる

場合

① URLに直接入力
https://undocs.org/en/ドキュメント記号

② 国連デジタル図書館
（United Nations Digital Library）

③ Official Document System (ODS)
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検索ツールの例:ドキュメント記号から

ドキュメント
記号がわかる

場合

① URLに直接入力
https://undocs.org/en/ドキュメント記号

② 国連デジタル図書館
（United Nations Digital Library）※⑪で扱う

③ Official Document System (ODS)※末尾の付録
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① URLに直接入力
ドキュメント記号が分かれば、

「https://undocs.org/en/ドキュメント記号」
とURL欄に直接入力 → 国連文書が表示される

例:ドキュメント記号「 S/16825 」→ https://undocs.org/en/S/16825

引用の際にも利用しやすいURL。

ヒットしない場合、国連デジタル図書館やODSでの検索も試す。

プレスリリースなど公式文書でないものはヒットしない。

38
参照: ”UN Documentation: How to Find UN Documents” Dag Hammarskjöld Library website https://research.un.org/en/docs/find/documents



【参考】国連文書を出典にする場合の表記方法
国連ダグ・ハマーショルド図書館のFAQサイト「Ask DAG」の
「How should I cite a United Nations document?」のページに
国連文書の出典の表記例があり、参考になる。

＊国連文書のURLを出典に含める場合の注意点:
https://undocs.org/en/ の後にドキュメント記号を加えた形式のURLが推奨されている。

「Authors should exercise caution when including URLs for official United Nations documents. URLs generated by the Official Document 
System (ODS) do not work. Authors can generate working URLs by adding the document symbol to https://undocs.org/en/, e.g., 
https://undocs.org/en/A/RES/67/97.」
（”How should I cite a United Nations document?“ Dag Hammarskjöld Library website  https://ask.un.org/faq/14438）

39



検索ツールの例:ドキュメント記号以外から

40

得られた
ドキュメント
記号等を手掛
かりに、
探している
国連文書へ

ドキュメント
記号が

不明の場合

発行機関・
時期が

分かる

④ 国連HPの「Documents」ページの機関別リンク

⑤ 各機関のサイト

⑥ Index to Proceedings

発行時期が

分かる

⑦ Meetings Coverage and Press Releases

⑧ UN News

⑨ UN yearbook

テーマ別に調べ
たい・キーワー
ド等でDBを調

べたい

⑩ リサーチ・ナビや
国連ダグ・ハマーショルド図書館のリサーチ・ガイド

⑪ 国連デジタル図書館で検索 など



検索ツールの例:ドキュメント記号以外から
（詳しくは実習の解説で!）

41

ドキュメント
記号が

不明の場合

発行機関・
時期が

分かる

④ 国連HPの「Documents」ページの機関別リンク

⑤ 各機関のサイト →末尾付録

⑥ Index to Proceedings →末尾付録・事前課題の解説で!

発行時期が

分かる

⑦ Meetings Coverage and Press Releases →末尾付録

⑧ UN News →事前課題の解説で!

⑨ UN yearbook →末尾付録・事前課題の解説で!

テーマ別に調べ
たい・キーワー
ド等でDBを調

べたい

⑩ リサーチ・ナビや
国連ダグ・ハマーショルド図書館のリサーチ・ガイド

→末尾付録

⑪ 国連デジタル図書館で検索 など



④国連HPの「Documents」ページの機関別リンク

42

（出典）”Documents.” United Nations website https://www.un.org/en/our-work/documents

例:「General Assembly」（総会）の下の
「Resolutions, conventions and other 
instruments adopted by the General 
Assembly」をクリック

主要機関別に
オンラインで文書を探したいときの

入口として便利

UN Documents



④国連HPの「Documents」ページの各機関のリンク

43

年で
絞り込む

決議・議事録・日付・決議案・トピックなどの一覧
（出典）”General Assembly - Quick Links” Dag Hammarskjöld Library website https://research.un.org/en/docs/ga/quick/regular/76



ドキュメント
記号が

不明の場合

発行機関・
時期が

分かる

④ 国連HPの「Documents」ページの機関別リンク

⑤ 各機関のサイト →末尾付録

⑥ Index to Proceedings →末尾付録・事前課題の解説で!

発行時期が

分かる

⑦ Meetings Coverage and Press Releases →末尾付録

⑧ UN News →事前課題の解説で!

⑨ UN yearbook →末尾付録・事前課題の解説で!

テーマ別に調べ
たい・キーワー
ド等でDBを調

べたい

⑩ リサーチ・ナビや
国連ダグ・ハマーショルド図書館のリサーチ・ガイド

→末尾付録

⑪ 国連デジタル図書館で検索 など

検索ツールの例:ドキュメント記号以外から
（詳しくは実習の解説で!）

44



⑪国連デジタル図書館 United Nations Digital Library

 国連文書を検索できる
・デジタル形式で作成された文書（※概ね1993年～）
・デジタル化された文書
・紙媒体の文書の書誌レコード（※1979年～、電子カタログ作成）

 一部の国連出版物等も検索できる

45



⑪国連デジタル図書館 特徴

 メタデータが検索に便利

 関連する文書（決議⇔決議案⇔議事録など）を探しやすい

46

ドキュメント記号、タイトル、著者、
主題等

（例:決議 （ドキュメント記号A/RES/73/258）の検索結果から、
関連文書へ）

決議案へのリンク

議事録へのリンク

（出典） United Nations Digital Library website https://digitallibrary.un.org/record/1661349?ln=en



Speeches データベース
おおむね1980年代半ば以降（※機関によって異なる）の主要機関の会議での発言について、
国・機関、発言者、トピックなどを指定して検索できる。

Voting Data データベース

1946年以降、総会や安保理で採択された決議の投票データを検索できる。

47

⑪国連デジタル図書館 特徴



Voting Data データベース
注意点:採択された決議についてのみ。

⇒採択されなかった決議案の表決に関する情報は含まれない。
Y＝賛成、N＝反対、A＝棄権、空白＝不参加 を示す。

総会
・票決なしで、あるいは記名投票によって採択された総会決議に関する票決情報を収録。

（総会決議の多くは票決なしで採択される。）
・「Voting data」で提供される情報は、総会会議場の投票機から得られたものであり、

票決後の修正は反映されない。これを調べるためには議事録を参照する。

安保理
・議事録から作成されるデータ。

48

引用・参考:「総会-票決に関する情報」国際連合広報センターウェブサイト
https://www.unic.or.jp/texts_audiovisual/libraries/research_guide/bodies/ga/ ;
“How can I search for voting information in the UN Digital Library?” Dag Hammarskjöld Library https://ask.un.org/faq/361637



デフォルトではメタデータを検索する ＊ほぼ英語のみ

全文検索する場合は、検索結果から”Fulltext Search”をOnにする ＊英語以外の公用語でも検索可能

49

⑪国連デジタル図書館 検索方法
Simple Search

全文検索

Fulltext Search

Fulltext Search

（出典）United Nations Digital Library website https://digitallibrary.un.org/



フレーズ検索
引用符（“”）で囲む

ワイルドカード（*）
Defen*e → Defense と Defence の両方を検索

OR、NOT検索
↑ 大文字で入力する

50

⑪国連デジタル図書館 検索のコツ



51

⑪国連デジタル図書館 検索結果の絞込み

□ Draft Resolutions 
and Decisions

Resource type

例:決議案に絞り込む

（出典）United Nations Digital Library website https://digitallibrary.un.org/



52

⑪国連デジタル図書館 検索結果の絞込み

year

Options

descending

例:新しい順に並び変え（デフォルトは関連度順）

（出典）United Nations Digital Library website https://digitallibrary.un.org/



53

⑪国連デジタル図書館 検索方法
各データベース（例:Voting Data）

Voting Data

（出典）United Nations Digital Library website https://digitallibrary.un.org/

（出典）United Nations Digital Library website 
https://digitallibrary.un.org/search?ln=en&cc=Voting+Data

総会、安保理の投
票データを検索



解説で扱った内容のまとめ
 国連文書の概要

決議、議事録、報告書など

 主要機関の文書の検索ツール
入口ページ（英語・日本語）

各検索ツール（英語）
国連HPの「Documents」ページの機関別リンク、国連デジタル図書館など

54

UN Documents リサーチ・ナビ国際連合広報センター



参考文献
浅田正彦編著『国際法』第4版, 東信堂, 2019.

国際連合広報局（八森充 訳）『国際連合の基礎知識』関西学院大学総合政策学部, 2018.

植木安弘『国際連合―その役割と機能―』日本評論社, 2018.

大沼保昭『国際法』（ちくま新書1372）筑摩書房, 2018.

中谷和弘ほか『国際法』第3版, 有斐閣, 2016.

藤田久一『国際法講義Ⅰ 国家・国際社会』第2版, 東京大学出版会, 2010.

佐藤哲夫『国際組織法』有斐閣, 2005.

川鍋道子『国際機関資料検索ガイド』東信堂, 2003.

国際連合広報センター各ページ https://www.unic.or.jp/

Dag Hammarskjöld Library - Research Guides 各ページ https://research.un.org/en

Dag Hammarskjöld Library – Ask DAG 各ページ https://ask.un.org/

Dag Hammarskjöld Library - Training Resources https://research.un.org/training
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公式記録 (Official Records)

総会、安全保障理事会、経済社会理事会等が編纂するシリーズ刊行物。
議事録（Meeting records）、サプルメント(Supplements)などで構成。
決議集、補助機関の報告書などが含まれる。

国連寄託図書館で所蔵（国立国会図書館も国連寄託図書館の一つ）

国連文書をオンラインで利用できるようになる以前は、国連文書研究のための
唯一の情報源であることも多かった。

参照 “UN Documentation: Overview - Official Records” https://research.un.org/en/docs/or

57



議⾧声明 (Presidential Statements)
個別の文書として安全保障理事会、人権理事会が発行。

参照 “UN Documentation: Overview Presidential Statements” https://research.un.org/en/docs/prst

58

例えば…「ミャンマー:ミャンマー情勢「暴力強く非難」 安保理議⾧声明」
『毎日新聞』2021.3.11.

Statement by the President of the Security Council, 10 Mar. 2021, UN Document 
S/PRST/2021/5. https://undocs.org/S/PRST/2021/5



書簡 (Letters)

報告書の送信、出来事の報告、意思の伝達など様々な目的に使用される。

59

例えば…「「イランと真剣な交渉の準備ある」 米が国連に書簡」2020.1.9. BBC News
ウェブサイトhttps://www.bbc.com/japanese/51046996

Letter dated 8 January 2020 from the Permanent Representative of the United States of 
America to the United Nations addressed to the President of the Security Council, UN 
Document S/2020/20. https://undocs.org/en/S/2020/20



プレスリリース (Press Releases)

公式文書とはみなされていない

独自の記号を持つ
例:総会「GA/」、安保理「SC/」、経済社会理事会「ECOSOC/」
詳しくは、UN Documentation: Overview - Press Releases https://research.un.org/en/docs/pressreleases

60



出版物 (Publications)

雑誌、単行書、条約集、年鑑などがある。

61



62



③ Official Document System (ODS)

収録対象:

1993年～ : デジタル形式のドキュメント記号つき文書を収録。
1946年～1993年 : 一部のデジタル化された文書を収録。

含まないもの:

プレスリリース、1993年以前の文書でデジタル化されていないもの、
販売用出版物、ドキュメント記号のない文書

63

・主要機関の決議
・安全保障理事会のすべての文書
・総会の公式記録 等



⑤各機関のサイト 例:安全保障理事会

64

Sanctions

ISIL(Da’esh), Al-Qaida Sanctions Committee

制裁委員会のページ →制裁関連決議の一覧、報告書などを閲覧できる

特定の機関の活動・文書を調べるときに便利。

（出典）UN Security Council website https://www.un.org/securitycouncil/



⑤各機関のサイト 例:国際司法裁判所（ICJ)

過去にICJで審理された各訴訟・勧告的意見の記録は
ICJのウェブサイトで公開されている

☞List of All Cases

https://www.icj-cij.org/en/list-of-all-cases
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1946年～、各機関の
『Index to Proceedings』は以下
からアクセスできる。

⑥Index to Proceedings
主要機関（総会、安全保障理事会、経済社会理事会、信託統治理事会）の
会議・文書に関するインデックス。

その会期・年の終わりに国連ダグ・ハマーショルド図書館によって作成されている。

件名索引
スピーチ索引
採択された決議のリスト
投票結果 等が掲載される。

66

（出典）https://www.un.org/en/our-work/documents

UN Documents



⑥Index to Proceedings

67

件名索引 スピーチ索引

日本代表が発言した2019年の
安保理会議の議事録は??

→国別、発言者別に、発言が掲載され
ている議事録を検索できる

アフガニスタン情勢に関する
2019年の安保理の文書は??

→件名（例: Afghanistan 
Situation）ごとに、報告書、決議案、
決議などを検索できる

（出典）Index to Proceedings of the Security Council, 2019, Dag Hammarskjöld Library 
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/webform/s74_2.pdf



⑦Meetings Coverage and Press Releases

https://www.un.org/press/en

 プレスリリースを収録。

 決議等へのリンクが掲載されている場合も。

 プレスリリースにも番号（シンボル）が付与されるが、公式文書ではない。

68



⑨国連年鑑 Yearbook of the United Nations

各年の国連の活動を記述した資料

年を指定したうえで全文検索できる

69

特定の文書だけでなく、
背景情報・経緯なども含めて検索できる。



⑨国連年鑑 Yearbook of the United Nations

（出典） The Yearbook of the 
United Nations webstie
https://www.un.org/yearbook

70

キーワード検索

検索語が強調表示される

希望の章・ページをダウンロード

East Timor

国連の活動とそれに関する国連文書の
ドキュメント記号 を参照できる

East Timorの章1999

East Timor

（出典） The Yearbook of the United Nations webstie
https://www.unmultimedia.org/searchers/yearbook/search_un2.jsp?q=East+
Timor&searchType=advanced&volumeFacet=1999

（出典）
https://cdn.un.org/unyearbook/yun/chapter_pd
f/1999YUN/1999_P1_CH4.pdf



⑩リサーチ・ナビ
テーマ別に参考になる資料・サイトを参照できる

https://rnavi.ndl.go.jp/politics/entry/UN-theme.php

71（出典）リサーチ・ナビ「UN(国際連合)ーテーマ別主要資料」https://rnavi.ndl.go.jp/politics/entry/UN-theme.php



⑩国連ダグ・ハマーショルド図書館のリサーチ・ガイド

国連HPの「Documents」ページのQuick links内
「UN Documentation Research Guide」を選択
→国連ダグ・ハマーショルド図書館の Research Guides のページへ
→ By Subject を選択

開発、軍縮、環境、人権、国際法、平和維持などの主題別に、
国連の関連機関・文書の調べ方の概要を紹介している。

72

（出典） Dag Hammarskjöld Library - Research Guides https://research.un.org/en/docs

(出典)https://www.un.org/en/our-work/documents

UN Documents



【参考】国連出版物の検索ツール

・各出版物・発行機関のサイト

・国連出版物のデータベース「UN iLibrary」
https://www.un-ilibrary.org/

・国連デジタル図書館

・国連出版物の販売サイト「Shop.un.org」
https://shop.un.org/

73

オンラインで閲覧
できる可能性あり

国連年鑑、国連司法年鑑など
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事前課題

75

（１）シリアにおける化学兵器廃棄に関する2013年採択の安全保障理事会決議と、
その採決の投票状況を探してください。

（２）（１）の決議中には、2013年8月21日にシリアで化学兵器が使用されたことに対する非
難が含まれています。当該日に化学兵器が使用されたことを結論付けた国連使節団の報告書
（2013年9月提出）を探してください。

（３）2017年2月、安全保障理事会で、シリアにおける化学兵器使用に関する制裁決議案が否決
されました。採決で拒否権を行使したロシアは、当該安全保障理事会の会議でその理由
をどのように説明していますか。その掲載箇所を示してください。

回答プロセスの一例を紹介し、皆様からいただいた回答・質問の一部もご紹介します



（１）安保理決議を探す
（下調べ）インターネット検索

キーワード:「2013年 安保理決議 シリア 化学兵器」等

・「安全保障理事会、決議2118（2013）を全会一致で採択 プレスリリース 13-066-J
2013年09月29日」国際連合広報センターウェブサイトhttps://www.unic.or.jp/news_press/info/4801/

・「シリア化学兵器で安保理決議採択、廃棄枠組みに拘束力」2013.9.28. 

AFP BB NEWS website https://www.afpbb.com/articles/-/3000449

⇒採択の日付（2013年9月27日）、決議の番号(2118)等がわかる。
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ドキュメント
記号が

不明の場合

発行機関・
時期が

分かる

④ 国連HPの「Documents」ページの機関別リンク

⑤ 各機関のサイト

⑥ Index to Proceedings

発行時期が

分かる

⑦ Meetings Coverage and Press Releases

⑧ UN News

⑨ UN yearbook

テーマ別に調べ
たい・キーワー
ド等でDBを調

べたい

⑩ リサーチ・ナビや
国連ダグ・ハマーショルド図書館のリサーチ・ガイド

⑪ 国連デジタル図書館で検索 など

検索ツールの例:ドキュメント記号以外から

77



（１）安保理決議を探す

発行機関や日付、決議の番号が分かっている。

→国連HPの「Documents」ページの機関別リンク から決議の本文を探す

78（出典）”Documents.” United Nations website https://www.un.org/en/our-work/documents

UN Documents
Security Council（安全保障理事会）の下の

「Meetings & outcomes」をクリック



（１）安保理決議を探す

79

決議の日本語仮訳
・国際連合広報センターサイトで閲覧できる。

「安全保障理事会決議 2118（2013）」国際連合広報センター https://www.unic.or.jp/files/s_res_21181.pdf

・官報もあり
「国際連合安全保障理事会決議第二千百十八号（シリア・アラブ共和国の化学兵器廃棄に関する決議）に関する件」
（平成25年外務省告示第372号）, 平成25年12月9日付官報号外第267号5-9頁.

2013年の安保理会議・決議等の一覧から、
9月27日の決議2118を探す

（出典）“Security Council - Quick Links > Security Council Meetings in 2013” Dag 
Hammarskjold Library https://research.un.org/en/docs/sc/quick/meetings/2013

議事録 日付 プレス
リリース トピック 結果、投票



80

（１）安保理決議を探す
回答例
○安全保障理事会決議2118(2013), UN Document S/RES/2118(2013), 27 September 
2013. https://undocs.org/en/S/RES/2118(2013)

○日本語仮訳は、
「安全保障理事会決議 2118（2013）」国際連合広報センターウェブサイト
https://www.unic.or.jp/files/s_res_21181.pdf
又は「国際連合安全保障理事会決議第二千百十八号（シリア・アラブ共和国の化学
兵器廃棄に関する決議）に関する件」（平成25年外務省告示第372号）, 平成25年
12月9日付官報号外第267号5-9頁.



【参考】安保理決議 読み方の基礎
基本的な構造: 「前文」と「本文」で構成される。

・分詞（~ing形など）で始まる
・過去の決議、本文に記載されている行動の背景や根拠、状況分析、

問題が理事会の所管事項である国際平和と安全に関するものかどうか
などが書かれる。

→前文には、関連する過去の決議などが引用されている場合がある。

・各項（パラグラフ）には番号が付与されており、動詞の現在形で始まる。
・実質的な決議内容が書かれている。
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前文

本文
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前文

過去の関連する決議

(出典）安全保障理事会決議2118(2013), UN Document S/RES/2118(2013), 27 September 2013. 
https://undocs.org/en/S/RES/2118(2013)

【参考】安保理決議 読み方の基礎



83

本文

(出典）安全保障理事会決議2118(2013), UN Document S/RES/2118(2013), 27 September 2013. 
https://undocs.org/en/S/RES/2118(2013)

【参考】安保理決議 読み方の基礎



【参考】安保理決議 読み方の基礎

ナミビア事件・ICJ勧告的意見では
「解釈されるべき決議の文言、決議に至る討論、援用される憲章の条項、そして一般に安保理決議の法的結果

を決定するのに助けとなるあらゆる事情を考慮してケースごとに決定されるべきである」
（ナミビア事件・ICJ勧告的意見。I.C.J. report 1971, p.53, paragraph 114. https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/53/053-19710621-ADV-01-00-EN.pdf ; 中谷和弘「第
17章 武力・経済力の行使と国際法」中谷和弘ほか『国際法』第3版, 有斐閣, 2016, pp.350-351）

今までの実行における典型的なパターンでは
「前文において何々「が国際の平和と安全に対する脅威を構成すると決定し」た後に、
「国際連合憲章第7章に基づいて行動して」とすることが多く、そのような場合に、
本文において、decide（決定する）という文言で始まる項は法的拘束力を有すると理解されている」（佐藤p.208）

＊このパターンに入らなくても、拘束力を有するとされるものもある。
（今回の安保理決議も、第7章ではなく第25条のみに明示的に依拠している。

(阿部達也「時の問題 シリアの化学兵器廃棄」『法学教室』No.402, 2014.3, p.89.))

なお、安保理の決定は、条約に基づく義務に優先するとされる。（国連憲章第103条）

←今回の安保理決議では、化学兵器をシリア国外に持ち出して廃棄することが想定されたため、
化学兵器禁止条約（CWC）に定める移譲禁止との抵触を回避するべく国連憲章7章の下での「決定」 の形がとられたと
されている。（浅田p.492）
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安保理決議がすべて法的拘束力を有するわけではない。拘束力の有無?



（１）投票データを探す
①該当の安保理会議の議事録から確認できる。

②国連デジタル図書館のデータベース（Voting data）を参照することもできる。

①議事録の場合:
先ほど参照した、国連HP「Documents」ページの機関別リンクから
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（出典）“Security Council - Quick Links > Security Council Meetings in 2013” Dag 
Hammarskjold Library https://research.un.org/en/docs/sc/quick/meetings/2013

議事録 日付 プレス
リリース トピック 結果、投票



（１）投票データを探す
①議事録の場合
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（出典）UN Security Council, 68th year, 7038th meeting,
UN Document S/PV.7038 (Sept. 27, 2013)
https://undocs.org/en/S/PV.7038



ドキュメント
記号が

不明の場合

発行機関・
時期が

分かる

④ 国連HPの「Documents」ページの機関別リンク

⑤ 各機関のサイト

⑥ Index to Proceedings

発行時期が

分かる

⑦ Meetings Coverage and Press Releases

⑧ UN News

⑨ UN yearbook

テーマ別に調べ
たい・キーワー
ド等でDBを調

べたい

⑩ リサーチ・ナビや
国連ダグ・ハマーショルド図書館のリサーチ・ガイド

⑪ 国連デジタル図書館で検索 など

（１）投票データを探す

87



（１）投票データを探す

②Voting Dataの場合:国連デジタル図書館
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Voting Data

Security Council

2118

chemical weapons in the Syrian 
Arab Republic などのキーワード
でも検索可

（出典）United Nations Digital Library website 
https://digitallibrary.un.org/search?ln=en&cc=Voting+Data



（１）投票データを探す
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（出典）United Nations Digital Library https://digitallibrary.un.org/record/759495?ln=en

投票データ

決議本文、決議案へのリンク



（１）投票データを探す
回答例

15か国すべてが賛成した。
賛成:アルゼンチン、オーストラリア、アゼルバイジャン、中国、フランス、グアテマ
ラ、ルクセンブルグ、モロッコ、パキスタン、韓国、ロシア、ルワンダ、トーゴ、英国、
米国

UN Security Council, 68th year, 7038th meeting, UN Document S/PV.7038 (Sept. 27, 2013), p.2. 

https://undocs.org/en/S/PV.7038
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事前課題
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（１）シリアにおける化学兵器廃棄に関する2013年採択の安全保障理事会決議と、その採決
の投票状況を探してください。

（２）（１）の決議中には、2013年8月21日にシリアで化学兵器が使用されたことに
対する非難が含まれています。当該日に化学兵器が使用されたことを結論付けた国
連使節団の報告書（2013年9月提出）を探してください。

（３）2017年2月、安全保障理事会で、シリアにおける化学兵器使用に関する制裁決議案が否決
されました。採決で拒否権を行使したロシアは、当該安全保障理事会の会議でその理由
をどのように説明していますか。その掲載箇所を示してください。



（２）報告書を探す 方法①決議の前文から
決議の前文で該当の報告書が引用されているのを利用する。
（１）の決議中に関連文書が引用されており、該当の報告書のドキュメント記号を特定できる。
（決議の前文には、先行する関連決議、文書などが引用されていることが多い）
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(出典）安全保障理事会決議2118(2013), UN Document S/RES/2118(2013), 
27 September 2013. https://undocs.org/en/S/RES/2118(2013)



ドキュメント
記号が

不明の場合

発行機関・
時期が

分かる

④ 国連HPの「Documents」ページの機関別リンク

⑤ 各機関のサイト

⑥ Index to Proceedings

発行時期が

分かる

⑦ Meetings Coverage and Press Releases

⑧ UN News

⑨ UN yearbook

テーマ別に調べ
たい・キーワー
ド等でDBを調

べたい

⑩ リサーチ・ナビや
国連ダグ・ハマーショルド図書館のリサーチ・ガイド

⑪ 国連デジタル図書館で検索 など

（２）報告書を探す 方法②UNニュースから
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（２）報告書を探す 方法②UNニュースから

報道、UNニュースから探す

１. インターネットでキーワード検索

キーワード:「化学兵器 シリア 2013年9月 国連 報告書」 等

⇒ 「国連調査報告「シリアでサリン使用」、米など断固たる決議要求」2013.9.16. 
ロイターウェブサイト https://www.reuters.com/article/t9n0f901b-un-sy-photo-idJPTJE98F02J20130916
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（２）報告書を探す 方法②UNニュースから

報道、UNニュースから探す

2. UNニュースを日付で絞り込み検索
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（出典） “‘Clear and convincing’ evidence of chemical weapons use in Syria, UN team reports,”
16 Sep 2013. UN News website https://news.un.org/en/story/2013/09/449052-clear-and-
convincing-evidence-chemical-weapons-use-syria-un-team-reports

“‘Clear and convincing’ evidence of chemical 
weapons use in Syria, UN team reports”の
ニュース記事の中に、該当の報告書へのリンク
が掲載されている

（出典）”Advanced Search” UN News website 
https://news.un.org/en/advanced-search

（出典）UN News website https://news.un.org/en/

Chemical weapons

09/17/2013

09/16/2013 report



（２）報告書を探す 方法③索引・年鑑を使う
今回の報告書は、上記のような方法のほか、キーワードによるネット検索でも探せる。

ただ、すべての報告書を同じように調べられるわけではない。

☞ もう少し体系的に調べたいときは、

索引（ Index to Proceedings ）、年鑑（ Yearbook of the United Nations ）を
使ってみるのもおすすめ。
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ドキュメント
記号が

不明の場合

発行機関・
時期が

分かる

④ 国連HPの「Documents」ページの機関別リンク

⑤ 各機関のサイト

⑥ Index to Proceedings

発行時期が

分かる

⑦ Meetings Coverage and Press Releases

⑧ UN News

⑨ UN yearbook

テーマ別に調べ
たい・キーワー
ド等でDBを調

べたい

⑩ リサーチ・ナビや
国連ダグ・ハマーショルド図書館のリサーチ・ガイド

⑪ 国連デジタル図書館で検索 など

検索ツールの例:ドキュメント記号以外から
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（２）報告書を探す 方法③ Index to Proceedings から

報告書の提出先として安保理を想定。安保理の索引を調べてみる。
（総会の索引でも見つかる）

98
（出典）”Index to Proceedings of the Security Council” Dag Hammarskjöld Library 
websitehttps://www.un.org/en/library/page/index-proceedings-security-council

Security Coucil

UN Documents

（出典）https://www.un.org/en/our-work/documents



（２）報告書を探す 方法③ Index to Proceedings から

『Index to Proceedings of the Security Council』2013年版
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Subject Index

（出典） Dag Hammarskjöld Library, Index to Proceedings of the Security Council, 2013. 
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/s68.pdf

⇒「Syria」でPDF内検索。
Agendaの章の”List of matters considered by the security 

council during 2013”に、件名「SYRIAN ARAB REPUBLIC 
SITUATION」を見よと記載あり。
⇒“Subject Index” （アルファベット順件名索引）で、
「 SYRIAN ARAB REPUBLIC SITUATION 」の件名を探す。
⇒pp.66-72に ”SYRIAN ARAB REPUBLIC SITUATION” あり。

⇒”Reports”の項目内に、該当の報告書を見つけられる。(p.66)



（２）報告書を探す 方法④ 国連年鑑から

2013年版の『Yearbook of the United Nations（国連年鑑）』から、
該当の報告書のドキュメント記号を検索する。

『国連年鑑』のメリット:
該当の報告書のドキュメント記号のほか、調査委員会設置の経緯や目的、活動内容等もわかる。

（例えば、同調査委員会の最終報告書が、12月13日に提出されていることも分かる）
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（２）報告書を探す 方法④ 国連年鑑から
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検索語が強調表示される

ヒットしたチャプターを
ダウンロード

Syrian chemical weapons

該当の文書のドキュメント記号のほか、調査団の目的、設置の経緯、最終報告書
のドキュメント記号等、さまざまな情報を得られる。

「chemical weapons」等でページ内検索（130件ヒット）
⇒キーワードを「use of chemical weapons」にしてみる（31件ヒット）。
⇒「UN Mission to Investigate Allegations of Use of Chemical Weapons in 
Syria」の章が見つかる。

2013

Syrian chemical weapons

キーワード検索
（出典）The Yearbook of the United Nations website 
https://www.unmultimedia.org/searchers/yearbook/search_un2.jsp?q=Syrian+chemical+weapons&searchType=advanced&volumeFacet=2013

（出典）The Yearbook of the United Nations website 
https://www.unmultimedia.org/searchers/yearbook
/page_un2.jsp?volume=2013&page=1



ドキュメント
記号が

不明の場合

発行機関・
時期が

分かる

④ 国連HPの「Documents」ページの機関別リンク

⑤ 各機関のサイト

⑥ Index to Proceedings

発行時期が

分かる

⑦ Meetings Coverage and Press Releases

⑧ UN News

⑨ UN yearbook

テーマ別に調べ
たい・キーワー
ド等でDBを調

べたい

⑩ リサーチ・ナビや
国連ダグ・ハマーショルド図書館のリサーチ・ガイド

⑪ 国連デジタル図書館で検索 など
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（２）報告書を探す 方法⑤国連デジタル図書館から



（２）報告書を探す 方法⑤国連デジタル図書館から

国連デジタル図書館の詳細検索（Advanced Search）でも見つかる。
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Syria* chemical weapons report

⇒ 該当しそうな報告書がヒット。

“Report of the United Nations Mission to Investigate Allegations of the Use of Chemical 
Weapons in the Syrian Arab Republic on the alleged use of chemical weapons in the Ghouta 
area of Damascus on 21 August 2013 : note / by the Secretary-General”

要約や内容をみて、該当の報告書であるかを確認する。

（出典）United Nations Digital Library website https://digitallibrary.un.org/?ln=en&as=1



（２）報告書を探す
回答例

Report of the United Nations Mission to Investigate Allegations of the Use of Chemical Weapons in the Syrian Arab
Republic on the alleged use of chemical weapons in the Ghouta area of Damascus on 21 August 2013 : note / by
the Secretary-General, UN Documents A/67/997- S/2013/553 (13 September 2013)
https://undocs.org/en/S/2013/553
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事前課題

105

（１）シリアにおける化学兵器廃棄に関する2013年採択の安全保障理事会決議と、その採決
の投票状況を探してください。

（２）（１）の決議中には、2013年8月21日にシリアで化学兵器が使用されたことに対する非
難が含まれています。当該日に化学兵器が使用されたことを結論付けた国連使節団の報告書
（2013年9月提出）を探してください。

（３）2017年2月、安全保障理事会で、シリアにおける化学兵器使用に関する制裁決
議案が否決されました。採決で拒否権を行使したロシアは、当該安全保障理事会の
会議でその理由をどのように説明していますか。その掲載箇所を示し
てください。



（３）安保理会議の議事録を探す

インターネット検索
キーワードの例「安保理 シリア 化学兵器 制裁 拒否権 2017年」

→「安保理、シリア制裁決議案廃案 化学兵器使用巡り中ロ拒否権」2017.3.1 日本経済新聞
ウェブサイト https://www.nikkei.com/article/DGXLASGM01H1V_R00C17A3EAF000/

→安保理決議の採択の日付（2017年2月28日）がわかる
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ドキュメント
記号が

不明の場合

発行機関・
時期が

分かる

④ 国連HPの「Documents」ページの機関別リンク

⑤ 各機関のサイト

⑥ Index to Proceedings

発行時期が

分かる

⑦ Meetings Coverage and Press Releases

⑧ UN News

⑨ UN yearbook

テーマ別に調べ
たい・キーワー
ド等でDBを調

べたい

⑩ リサーチ・ナビや
国連ダグ・ハマーショルド図書館のリサーチ・ガイド

⑪ 国連デジタル図書館で検索 など

検索ツールの例:ドキュメント記号以外から
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日付・発行機関等が分かっている。

国連ダグ・ハマーショルド図書館のウェブサイトの「Veto List」 (安全保障理事会拒否権行使リスト) 

https://research.un.org/en/docs/sc/quick/veto へ。

（３）安保理会議の議事録を探す
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UN Documents

Security Council
（安全保障理事会）の下の
「Meetings & outcomes」
をクリック

（出典）https://research.un.org/en/docs/sc/quick/veto



（３）安保理会議の議事録を探す
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（出典）“Security Council - Quick Links >Veto List” Dag Hammarskjold Library https://research.un.org/en/docs/sc/quick/veto

日付 決議案 議事録 議題項目 拒否権を行使した国



（３）安保理会議の議事録を探す

回答例

該当の議事録の掲載箇所:Security Council, 72nd year : 7893rd meeting, Tuesday, 28 February 2017, 

New York, UN Document S/PV.7893, pp.6-8. https://undocs.org/en/S/PV.7893

（ロシア代表は、OPCW・国連共同調査メカニズムの結論の根拠に対する疑義などを主張）
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事前提出 回答・質問・感想から
国連の決議をまとめたサイトが複数あり、どのサイトが求めている採決の投
票データのあるサイトなのか探すのに時間がかかった。

⇒ いただいた回答の中には、
国連ダグ・ハマーショルド図書館の「Research guide」（国連HP「Documents」のページからアクセス可能）や、
「リサーチ・ナビ」等を用いて、調べ方を確認してから調査されたものもありました。

調べ方を確認してから検索するのも手法
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事前提出 回答・質問・感想から
日本語で検索しても見当たらなかったため、英語で検索した。

⇒ 日本語訳を入手できる国連文書は一部のため、見つからない場合、

国連公用語で検索します。
（講義では英語を扱いましたが、中国語で内容を確認したという方も。）
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事前提出 回答・質問・感想から
 投票状況をIndex to Proceedingsから回答した。

⇒ 1976年以降の安保理決議の投票状況について、
Index to Proceedings of the Security Council に
もまとめてあります。

113

・議事録から抽出された情報が
表形式でまとめられている。

・投票状況をまとめて確認したい
場合などに便利。

出典 Index to Proceedings of the Security Council, 2013, Dag Hammarskjöld Library 
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/s68.pdf



事前提出 回答・質問・感想から
国連各種報告書のナンバリングの法則
⇒ 国連ダグ・ハマーショルド図書館のResearch Guideの

“UN Documentation: Overview Reports”のページ https://research.un.org/en/docs/reports に、
一部の報告書のドキュメント記号についての解説があります。

例:総会に提出する事務総⾧報告書: A/session/1
総会に提出する安保理報告書: A/session/2

翻訳サイトを利用する際の注意点

⇒ 誤訳が含まれる可能性があるので、翻訳サイトのみに依拠せず、
参考として利用しています。
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事前提出 回答・質問・感想から
（3）について。
Safronkov氏の発言が数ページにわたっており、読み切れなかった。英語の資
料しか出てこず、翻訳をするのに苦労した。

⇒ 回答の中には、会議の概要がコンパクトにまとめられた
「Meetings Coverage and Press Releases」のページや、
BBCなどの報道資料を参考にされたものもありました。

「Meetings Coverage and Press Releases」のページ:
UN, Security Council, “Double Veto Prevents Security Council from Adopting Draft Resolution Intended to Impose Sanctions for 
Use of Chemical Weapons in Syria,” SC/12737, 28 February 2017. https://www.un.org/press/en/2017/sc12737.doc.htm

内容を確認する際、こうした二次資料も参考になります。
（日本語資料を参照することも）
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事前提出 回答・質問・感想から
（3）について。
「Meetings Coverage and Press Releases」のページから引用
したが、公式議事録内の文書から引用すべきなのか?

⇒プレスリリースは情報提供を目的としたもので、公式文書とはみなされ
ていません。そのことに留意して、目的に応じた情報を選択いただけると
よいと思います。

（公式議事録が未公表の場合など、場合によってはプレスリリースを情報
源とすることも考えられるかと思います。）

116



事前提出 回答・質問・感想から
ネット検索から目的の資料にたどり着くのでも結果的にはOKなのだと思いま
すが、よりオーセンティックなやり方で目的の資料にたどり着く方が望ましい
のでしょうか?

⇒ネットのキーワード検索ではうまく見つからない文書も。

そういうときは、
国連ダグ・ハマーショルド図書館のリサーチガイドや、
当館リサナビなどで「調べ方を確認する」
→索引や年鑑など他のツールでも検索してみる というのも手法です。

関連する他の情報・文書も見つけられる可能性もあります。
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事前提出 回答・質問・感想から
国連寄託図書館は個人でレファレンスをお願いできるか。

⇒国立国会図書館のレファレンスサービスについては、
当館HPをご参照ください。
「レファレンス・資料案内」国立国会図書館HP
https://www.ndl.go.jp/jp/use/reference/index.html

電話でのお問い合わせ、図書館を通じてのお問い合わせなどがあります。
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