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国際連合は数多くの資料を刊行しており、これらの資料は大きく

“Document”, “Official Record”, “Publication” に分類できます。

国連資料の検索には、国連が提供する各種データベースを活用すると

便利です。また神戸大学では、経済経営研究所図書館内に国連寄託図

書館が併設されており、そこで国連の資料を閲覧できます。

国連資料の特徴

https://lib.kobe-u.ac.jp/kulip/top/
https://lib.kobe-u.ac.jp/userguides/contact/#literacy


1. 国連資料の種類

 Press Release
報道用の資料で Official Document 発行前の貴重な情報源です。

 Official Document（文書）
国連の会議・会合などにおいて、主に加盟国政府代表を対象として配布される
議事録や参考資料です。

 Official Record（公式記録）
主要機関（総会、経済社会理事会、安全保障理事会、信託統治理事会）の重要な
文書を、会期終了後に編集・再発行したものです。

○ Report（報告書）
下部組織や下部委員会が、上部組織に提出する年次報告書で、

上部組織の Official Record の Supplement (Supp.) として発行されます。

 Publication（刊行物）
図書・雑誌・年鑑など、市販用の国連刊行物です。
内容に応じた販売番号が付与されています。

➤販売番号（Sales Number）の見方
使用言語. 発行年. 主題（または発行機関）. 通し番号

例）E. 80. II. C. 1 = 英語. 1980年発行. 世界経済分野. 1番目の発行物

国連の資料にはそれぞれ固有の番号が付与されています。各記号はそれぞれ
発行機関や文書の性格、注記などを表しています。



2. 主要な文書記号

 1番目の記号: 親組織等

A S E ST DP

総会 安全保障理事会 経済社会理事会 事務局 国連開発計画

 2, 3番目の記号: 下位組織

／C. …／ ／CN. …／ ／CONF. …／ ／PC. …／ ／WG. …／

常設委員会 委員会 会議 準備委員会 作業部会

 文書の性格

／NGO／ ／PET／ ／PV. … ／RES／ ／SR. …

NGOの声明 請願書 議事報告書 決議 会議の要約記録

 末尾の記号: 修正等注記

／Add. … ／Amend. … ／Corr. … ／Rev. … ／Summary. … 

補遺 組織による改正 訂正 改訂 要約版

 文書記号の例
A／C.1／63／INF／3／Rev.1 = 総会／第1委員会／63回／情報シリーズ／文書第3号／改訂第1号

S／RES／2395 = 安全保障理事会／決議／文書第2395号

E／CN.4／2003／NGO／114 = 経済社会理事会／第4委員会／2003年／NGO声明／文書第114号



3. 国際連合 Webサイト

国際連合のトップページは、国連各機関のポータルサイトになっています。
フッターには、各データベースやプレスリリース掲載ページへのリンクが
付けられています。

アクセス方法

「国際連合」で検索を行い、
表示言語を選択してください。

https://www.un.org/

「About UN」＞「UN System」から、
国連各機関・ 組織へのリンクが表示
されます。

フッターのリンク

「Databases」や「Library」からは、国連の
情報や刊行物などを検索できます。

「Press Release」には、国連の最新情報が
掲載されています。

https://lib.kobe-u.ac.jp/
http://www.un.org/
http://www.un.org/
https://www.un.org/


4. Press Release の探し方

国際連合のWebサイトのフッター「NEWS AND MEDIA」＞「Press Release」
からプレスリリースの掲載ページにアクセスできます。ここには、国際連合
の最新情報が掲載されています。
1995年10月以降のプレスリリース記事は電子化されているため、キーワード
や文書記号などから記事を検索して全文を閲覧できます。

Press Releaseの検索方法

トップページの検索窓にキーワードを入力すると関連するプレスリリースが表示され
ます。Advanced Searchでは、プレスリリースを発表した機関や年月日・期間を指定
した検索のほか、文書記号から直接特定のプレスリリースを検索することもできます。



5. Official Document / Record の探し方

国連各機関が刊行する Official Document や Official Record の検索には、
下記のデータベースや資料を利用することが有効です。

 Official Document System (ODS)
＜ https://documents.un.org/prod/ods.nsf/home.xsp ＞

Official Document と Official Record を検索し、全文を閲覧できるデータベース
です。1946年以降の主要機関の決議、1993年(一部1997年)以降の文書を閲覧で
きます。

 United Nations Digital Library
＜ https://digitallibrary.un.org/ ＞

国連文書、投票データ、スピーチ、地図、出版物等を検索することができます。
1979年以降、国連が作成したデジタル形式の資料および印刷された国連文書の
書誌レコードへアクセスできます。

 United Nations documents index【雑誌】
紙媒体の雑誌です。上記のデータベースに収録されていない過去の文書や刊行
物を検索する際に有効です。

http://documents.un.org/
https://documents.un.org/prod/ods.nsf/home.xsp
http://unbisnet.un.org/
https://digitallibrary.un.org/
https://op.lib.kobe-u.ac.jp/opac/opac_search/?lang=0&amode=2&appname=Netscape&version=5&cmode=0&kywd=&smode=1&kywd1_exp=United+Nations+documents+index&con1_exp=ftitlekey&dpmc_exp%5b%5d=all&sort_exp=0&disp_exp=20


6. United Nations Digital Library

国連Webサイトフッター＞Resources / Services ＞Documents ＞ UNDigital Library

Advanced Searchでは、
フレーズ検索、完全一致検索な
どをプルダウンで選ぶことがで
きます。また、著者や文書記号、
全文などの検索フィールドの設
定もできます

Simple searchは、
一般的なキーワード検索です。
文書記号で検索する際は最初の文
字を大文字にしてください。

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


7. Official Document System (ODS)
国連Webサイトフッター＞Resources / Services ＞Documents ＞

Official Document System

①
② ③

④

① Symbol / Truncation: 文書記号から該当する文書を検索します。Truncationでは、
文書記号の検索方法（Right: 前方一致／Left: 後方一致／Right & Left: 部分一致／None: 完全一致）

を指定できます。

② Word(s) in the title: 文書のタイトルから文書を検索します

③ Subject: UNBIS Thesaurus（8番を参照）を利用した検索を行います。

④ Full-text search: 文書の本文全体に対し、全文検索を行います。

http://documents.un.org/
http://documents.un.org/


8. UNBIS Thesaurus

Thesaurus（シソーラス）とは、検索のためにあらかじめデータベースが用意している
用語集です。同義語や類義語が一つの統制語（シソーラス用語）にまとられめること
で、より精度の高い検索を行えます。

① ② ③
① Search: シソーラス用語の検索

② Browse Alphabetically
シソーラス用語のアルファベット順リスト

③ Browse Concepts:
シソーラス用語の分類別リスト

国連Webサイトフッター ＞ Resources / Services ＞Library＞フッター＞
Reserch the UN＞UN Resources & Documents ＞ UNBIS Thesaurus

conflict

1
23



9. Publication の探し方

国連各機関が市販のために刊行する Publication を検索する際には、以下の
Webサイトや資料を調べることが効果的です。

 United Nations Publications
< https://shop.un.org/ >

国際連合のオンラインショップです。Publication を検索・購入できます。

 United Nations iLibrary
< http://www.un-ilibrary.org/ >

国際連合の電子図書館です。国連出版部が作成した刊行物・ジャーナル・専門的
資料・統計資料などの電子資料を包括的に検索できます。

 The complete reference guide to United Nations sales 
publications, 1946-1978
冊子体資料です。1946年から78年の間に出版された Publication を調べられます。
経済経営研究所図書館に所蔵されています。

https://shop.un.org/
https://shop.un.org/
http://www.un-ilibrary.org/
http://www.un-ilibrary.org/
https://op.lib.kobe-u.ac.jp/opac/opac_openurl/?rfe_dat=ncid/BA27427087
http://unbisnet.un.org/
https://shop.un.org/


10. オンラインで入手できない資料の入手方法

国連が刊行する資料の多くは電子化され、Web上で本文を閲覧できますが、
オンラインで本文を閲覧できないものについては、紙媒体を検索する必要
があります。

 Official Document
1. ODSやUN Digital Library等でタイトルや文書記号を検索

2. 国連寄託図書館（経済経営研究所図書館内）で該当資料を検索・入手
（* Official Document は OPAC では検索できません）

 Publication
1. UN Digital Library や iLibrary 等でタイトルや ISBN、販売番号を検索

2. OPAC で該当資料の所蔵情報（配架場所・請求記号等）を確認して入手

学内に所蔵がない場合:

必要な Official Document や Publication が学内に所蔵されていない場合には、
ILL現物貸借や文献複写依頼、訪問利用などのサービスを利用して、他大学・
機関の資料を利用することもできます。
各サービスの詳細については、「他の図書館の資料の利用 < https://lib.kobe-u.ac.jp/

userguides/materials/otherlib/ >」のページをご参照ください。

https://lib.kobe-u.ac.jp/userguides/materials/otherlib/
https://lib.kobe-u.ac.jp/userguides/materials/otherlib/
https://lib.kobe-u.ac.jp/libraries/17430/


11. 国連資料の探し方をさらに調べる

国連資料の探し方や文書記号の見方については、下記の各Webサイトでも
詳しく詳細されています。

 国際連合広報センター「国連文書リサーチガイド」
< http://www.unic.or.jp/texts_audiovisual/libraries/research_guide/ >

国際連合広報センターによる国連資料の探し方や検索ツールの紹介です。
主題別・機関別の資料の調べ方も掲載されています。

 国立国会図書館「リサーチ・ナビ: UN」
< http://rnavi.ndl.go.jp/politics/cat17/un/index.php >

「リサーチ・ナビ」は、国立国会図書館が提供するWebサイトで、様々な資料の
詳細な探し方が記載されています。国連資料についても、主要な機関やテーマ、
統計ごとの資料の探し方などが提供されています。

 神戸大学附属図書館「KULiP: 国連関係資料」
< https://lib.kobe-u.ac.jp/kulip/top/search/un/ >

国連資料の探し方と、国連資料を探す際に参考となるWebサイトや資料などへの
リンクを提供しています。

http://www.unic.or.jp/texts_audiovisual/libraries/research_guide/
http://www.unic.or.jp/texts_audiovisual/libraries/research_guide/
http://rnavi.ndl.go.jp/politics/cat17/un/index.php
http://rnavi.ndl.go.jp/politics/cat17/un/index.php
https://lib.kobe-u.ac.jp/kulip/top/search/un/
https://lib.kobe-u.ac.jp/kulip/top/search/un/
https://lib.kobe-u.ac.jp/kulip/top/search/un/
http://rnavi.ndl.go.jp/politics/cat17/un/index.php
http://www.unic.or.jp/texts_audiovisual/libraries/research_guide/


12. 国連寄託図書館

開館時間

【月-金】8:45-17:00
【土・日・祝】休館

国連寄託図書館は、国連がその精神や活動状況を広く世界中の人々に知らせ
るために、関係資料を寄託、無料で公開する図書館です。
神戸大学では、経済経営研究所図書館内に設置されており、広く資料を公開
しています。

https://www.rieb.kobe-u.ac.jp/rieblib/un/index-j.html

http://www.rieb.kobe-u.ac.jp/rieblib/un/index-j.html
https://www.rieb.kobe-u.ac.jp/rieblib/un/index-j.html
http://www.rieb.kobe-u.ac.jp/rieblib/un/index-j.html

