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　　　　　　　　　　　　　　　　　は　じ　め　に

　国際連合は政治，経済，・法律から工業技術や環境問題に興るまで非常に幅広い国際協力活

動を行っている。こめ様な諸活動を調べるセこはどのようなツールを使用すれぽよいか，v7．

アレンス事例をも参考にして考えてみることにしよう。ここに記したレファレンス事例は当

館，1国際連合広報センタ7，国際盛合大学・国内の国際連合寄託図書館において今迄に処理

した事例を参考にして作成したもので回る。

　国際連合諸活動のレファレンス処理の特徴は，遡及的調査が多し．・ことである。それは資料・

を指定して来る場合はともかく，一つの問題についてぼく然と関係資料を要求して来ること

が多い。その場合，レファレンサニは，利用者がどの程度の内容を必要として回るのかを三

三しなければならない。問題のアウト．ラインのみでい一y・彦）か，それとも詳しい内容を知りたい

の力冠者の揚合・国髄合広幸賜国際聯広報センタージ聯省唐轍化三等効ミ刊行

するPR資料・（回る問題について，その発生め背景，それに対する国連の活動等々・発展の
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三三を平易に三明Pでいる）にタってある程度処理できる。しかし三者の場合，その問題の発・

国力1ら国連での審議経過そして結識そ9後嶢展靴三冠とを調査しなければならな

い。その様な場合，討議資料，議事録そして採択された決議，報告書等々といった種々の資料を

顔とする6‘こ：・のよ惣レ7西ンス輝のためたは・前記PR資料濃新聞ρ講とか・

現在までの活動を記．した資料，たとえぽEveryman’s　United　Nation6（1979：Everyone・s

U・i・・dN・・i・n5）簿よ6て活動の背景やその後の蝦を蜘・入れt．その後出腹伽録類

（主としてDag　Hammarskjold　Libraryが刊行するもの）とか専門書誌類を調べるべきで

ある興ずれにして姻型押の諸明野フ・レγスする僧門騨蜘織と繭嘱要．
を把握することカ1必要で野芝た主として国騨合ヵ締する基本的レフ・・レンスツール、

ζ鍵磨聯帯1べきで脚フτレンス噸を知る脚東次の資料を満

　　国際連合関係参考図書目録　．国立国会図書館　197874、P《謄写刷，非売）1

　　この目録はDag　Han≠marskjoJd　Library．が刊行したUnited　Nations・・Reference　S6ur・

ces；　．Preliminary　edit．ion　for　integnal’　use．　New　York，　Dag　Hammarskj’old　Library，

、Pφcuments，　Referen6e　and　Collection　Section．・　1977「 DDRCSIRef．．　1に若干の国内資料と

見出しの邦訳を加えたものである。・　．　Dag　Hammarskjold　Libraryで常時使用しているレフ

、アレンスツールを包括収録した月録である。この申には，公刊されなかうたがレファレγス

．』 fズクで使用している・ツ7ル類もすべて含まれでいる・1977年代迄のレフ・ア．レシスッール類

．を把握するのに最適の資料である。そのほか刊行が古．〈塗るが民間から凍の資料が刊行さ．2L．

た。Publications　of　the　united　Nations　syste皿；．’a．　ref6rence　guide．　Wi蜘n，　Harry，　N．

耳・N・wY・・k・、RIR・．BQwker・C・mp・ny／UNIPUB・lne・この目凹削際齢，その専門機

．欄を含めた国際連合ファ、ミリ」で刊行されたレファレンスツー〉レを包括掲載した解説目録で

、ある。，そのほか，国際連合広報センタ’一図書館の∀ニュァルMapUa！　’for　United　Natibns

Info遡ation℃entre　Library．　New　Yofk，　united　Nations　n．d．179　P．に基本的なセラァ

　レンスブックの解説を含んでいる。

　　野際連合の諸活動をレヴュ　一一した資料を求めよケとするとき，国際連合の刊行資料から，

1老め様な資料を見出すことぼほぼ不可能である。との様なとぎ，各国の政府機関や民間ゐ刊

行物を使用することになる。之の種の資料の検索ジールた次の様なものがある。1’…、tt、ト

　・lCutrent　bibliographical　infor血ations　l

一　’　・　New　Y6rk，　Pag　Hammarskjold　Library，’　1971一・　Bi－monthly．．　（ST／LIBISER．Kl…・一・・）　．

　・　Monthly　bibliography　（1946一’76　：．Mopthly　list　of・　．books　catalogued　in　the　LibrarY

’：　110f　United　Nations；　’Monthly　list’bf　．selected；．　air’｛・i61eS）　GeneVd，　’United　Nations

　：一　．Libra’ryL　1977．　’・1’・’．

f・　：　Th．b　United　Na’t’ibn．　s　sYstem　L　litgratu．re　bibliography．’　一

．ご雛欝．lhlN的甲鱒欺聖職9ρ1岬岬噸
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国立国会図書館所蔵国際連盟・国際連合刊行資料目録、第4巻　国際連盟げ山際連合に関

する文献　国立国会図書館・1978639p．

　つぎに部門別に主なレファレγスツールと1レファレンス事例を記していこう。

　注：今後「国際連合」を「国連」・と略記し，’国際連合の刊行物は刊行地，刊行機関名を記

載していない（編集機関のみ記載）。また掲載資料各々の最後の丸括弧内の記号は当館の請

求記号である。’

1．国際連合．

1．1　出版物目録

　　国連出版物を調査するのに使われるツール類を紹介しよう。それは出版物目録（国

　連出版物のみを掲載する）とか主題別書目，抄録誌・索引誌等々種々ある。しかし

　国連あ刊行する書誌類以外は大部分，市販出版物しか掲載されてない。国連が刊行す

．tる目鍮尊上局S・1・r　Se・ti・・（モ・一ヨークま規ジュネーブ）・・ダグ’　㍗シ・

　ルド図書館とか国連内部の機関から刊行されている。ダグ・ハV一ショルド図書館は

　’国連刊行物を包括掲載した目録を，また事務局SaleS・’・Sectionは市販出版物を包括掲

　載した目録を刊行している。これら目録類は索引も完備しているので検索しやすい。

　かつ市販出版物の目録は値段も記されているので購入の手がかりとなる。噛それに対

　し・機関のみの刊行物を掲載する目録も刊行されている。こ，の目録は刊行機関が分つ

　ているとき，．より速く検索できるがp．一般に件名索引がないので不便な面もある。そ

　のほか主題目録もある。・これは単独またはシリアルめ形で刊行されているが，そのほ

　か討議資料（ドキュ茎ント）や調査報告等た含まれている。’これらも見逃せない情報

　源である。つぎにこれら検索ツールを国連が刊行するツ白ルとその他で刊行するツー

　ルに分けて紹介する。．

1：1．．1国連で刊行する月録

　1）　The　United　Nations　・　docuinents　index．1・950－1973．1　（月刊）

　　　国連本部のダグ・ハマーショルド図書館に受入れられた国連刊行物をすべて，’

　　機関別，ドキiメントナン・§一順に記した目録。国連出版物の最も重要な情報源

　　’である。毎号巻末に件名索引（黄色紙）がある。これは刊行物検索の有力な手が

　　かりとなる。そのほか毎号最近制定されたドキュメγト記号表や市販図書類のリ

　　ストが含まれている。

　　　1950年（創刊年）から1962年までは国際連合以外の国際原子力機関や専：門機関

　　　（国際労働機関，世界保健機関等々）の刊行資料もすべて含み，非市販出版物の

　　唯一の検索ツールでもあった。だが1963年以降は国連出版物のみを掲載するよう

　　になった。1963年以降毎年過去1年分の掲載資料をまとめた次の様な索引やチェ

　　ックリストが刊行されるようになった。、
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‘　’一¢dtnitilatiVe　Ihdek　IPa駕も韓毎号詞されて回る件名索引の｝1年分をまとめたも

の。〔

　¢U皿ulative　Index　Par‡’2は1年間ハマージョルド図書餌に受け回れられた国

連資料すべてのドキs・：ントナソ・湖原湯田ト輿「低スペイシ・・のアお・

よび中国の各国語別に記している），．再出版されたドキュタントのi）．不ト；：市販

された図書已めリストが記されている。t・t

C・卑・la・ive　ch・ckli・賦葺鵬載の件名索引を除き・機関別嗣資料をi年記・

まとめたものである。なおこの索引は1974年以降廃刊となった。

2）UNDEX：一Unit6d　Nations　docum6nts’index　1974－1978．年10回刊

　　ダグ・ノ＼マーシヨルド図書館は1974年以降”United　Nations　Docum♀nts　Inde琴

．・
ﾌ代りにUNDE琴を刊行した。これぽ国連刊行物の目録塗電子計算機によって，・

ﾒ集：したも、の6uNIDOs・　UN（｝T今D・uNlcEF，　uN耳（）RおよびuN・　ITAR・

　鞄域軽済委盛会刊行のミメオグラフリ資料も含まPt　1　L）・る・ユ974年墜降・・凍の’31

・旧訳が刊行され驚。1　，　　．　．．　．　　・1．．

　㊨，．UNbEX　S如」俘ct　Index．（10　ti血es　a　year）年1Q．回刊行され・毎号各回は

　　件名；ドキ三メン・トのタイプおよびドキ三三γド記号の3行から構成され，．件

　　名ρ・ら目的の資料を探し出塗ると共に2行目で次に示すドキュメン1トのタイプ

　・によって資料の種類（雑誌・’会議回雪決議おまび書目等）・がわ々・為・ドキ苧

　　．〃ドのタイプはBibli・gt・phi・S・’　Ch・…r・・”C・pf・・e・・e　P・？・eedi・g・・Deci一．

　　si・n・，　Di・tig…ie・，　Di・eゆ…D・aft鞭・1・ti・n・・H・ndb・・k・，M・p・ジ

　　Meeti・g・・ep・・t…MISG（Mi・cell・…q・）pQ・u血・P・・ジpER（？・gi・die・！・）

　　・’　Atticles，　Periodicals，　T　（．　Bilatetal）　Tr．eaties，　MULT・　（Multilateral）　Treaties，

　　．”　Voting，　Yearbookからなる。　t　t　t．．』・』‘・・、、　1”　・　　x．　”

　②、UNDEX　Codntry　Ihdex’（10　times　a　Year）国名がら求める資料を検索

　　するもの6特定国代表の発言内容を記した議事録や決議の賛否および棄権等々

　　の調査鞭称内容酪賊・行目・瞬’♀稲・∫働タイカ3行H’・・
　　件名，’．4行目はドギュメシト記号からなる。・、

．③lUNDEX　List　of　DocuniehfS・　i串sqed．（10』tim6s’a　Yeail）’毎年10回刊行さ

　　れ；：各号は次の様な・資料を掲載するヂェ．ヅク’リ・ズトである。No・1≧，’N．・’6

　　は総会リドキュ〆ソト，Ng．2．と．　Nd．、7は経済社会理事会のドキュメ、ント1

　・』N・βど恥8蔽全購醇会心託統治理事今および国際司法裁判所の
　　　ドキュメン，ト・古血出版物・‘．No・，4≧Nφ・9は事務局ドキ4メントおよび地

　　域経済委員会のシリ・一ズ資料，・No．一5．と1　No：’10・は前記以外の機関の刊行物

　．、ごや市販出版物を掲載している。．．．・・tt．

・g＞’．”　UNDOC　：’　Ct／rrerit　indeXi・・／1979tt　／Mdnthly．・　New　YorYL，　Dag　Hammarskjo”ld，

　Library．．（7月，8月を除く）．

　　　　　　　　　　　　　　“．・　“・　・4　．　一



　こあ三三まダグ・ハマーr’シ：ヨルド図書館に受入れられた国連刊行のドキュ三三

ト’X’文書），公式記録．およびパブリケーション（図書ジ雑誌および小冊子〉を包

括掲載する目録である。これらeSttは逸の項目の中に分れ℃掲載されている6．

⑳下キギントとパブリ．ケーシ・ンのチエ・妙スドー1
　　’これら噴料が酬標示記号（ドギS・・ント記号）のアルフ・ナベ・噸に拶1

　動されていると但し資料標示記号め無いものば刊行機関別に排列されている）。

　掲載各資料にほ凍の認述がざれそいる6資料標示三号，資料名デ刊行年月・回

数そ晦か簡戦翻ヵ・記されているものもある款め酬鵬載さ麺な

．・ ｷ騨r騨鵬’勉リゾ騨騨梱び獺

二．轍離離離調三滋滋・
　　搬鯖入でぎ三三出版物をセールスナソ・1噸に排肌秘軌三三tt
　』共，セs一・一・ルスナンバ・」，1資料名，刊行年月，頁数　シリ』ズナγバー，価格

④瓢難燃騨興！l岬1甲r㌍て吟
　　　ドキュメンFめ中層後に公式記録またぽ遮ブリグ汽シ自シどし1て再出版され

　’たもののリスト。　『’「　tt　　　、1。

⑤　掲載言語一覧

　　①　に掲載された資料本文の掲載言語の一覧。

索継講離離よ畔ρ幽幽ざ㌍唾こゆ

る蝉嚇噸福二轡まと嚇脚脚台さ榊
　　IINDOC’・　Curre・t’・i・d・X・　C・mUl・tiY・Editi・n・（年刊）

　　　Vol．　’1’　．　．（Checklist　pf　．d6guments， 　OIM．　ciai 　records，　．．Sales　’　publications，

　　　’D・・um・n・s　rep・bli・h6d・エ・ng・agゆ1・’・f　d・6・血・h・・i・d・x・d・N・w・

　　　　譲留r畔i甲叫U岬「㎜t岬岬幽幽
　　　Vol．　2／　（Subject，　Author；　Title　index．）　’，　．’

　　　Ctimulative　editioh．　suPplement・（C．　he’cklis’t　of　docdmenfs’apd

　　　　　　　　　　　x’　　　，．　Publications）

4）　本会議資料（議事録）索引　　　　　　　　　　　　　　　’・”1　’　：』

　　Indbk　to　proceedingsどいらた書名φもと．にダ．グー1・．’ハマ9シgルド図書館が

　編集しセ’いる6総会事まび理事会本会議資料（議事録）’索引である。次のような

　　　x　’”　’　“5　’T“’．　’　”　」



　　㌃庵のがある。』

　　’lrid・x・t・1　P・・geedぬgs　Qξ齢dβ・さ・al　Assembly　1953・（sTILIBIS章R．BIA．1一）

　　．lndex，’tg．　prpceed．ihgs．　i　o，　f．・　the　’Econo．m．　ic　and・　Social　1　Cou．ncil．，／　19s3一一’

　　　　（ST／UB／SER．BIE．1一）　．　・．・　．・　・

　　　Index　to　proceedings　of，the　Security　Council．　・1964r’　’（S．TILIB／SER．B／S．1一）　’

　　・lndex　to，・pro．ceedings　’of’the　Trusteeship　Council．ユ953一（STILIB／sER．B！T．1う・

　　　　これら索引はそれぞれ本会議会期終了後に刊行されてい661953年以前Index

，；．
@．‡OlPrgc磯dings　Depgsltig瓦of冷9enda　I走emsというタイトルのも一とに，総会お

　　　・よび理事会の．イ・’v・7　hメ．■・…ションシリ1v．ズ（AIINF／，　E／INF／，およびTIINF）

　　、のr部分として刊行されていた。総会，経済社会理事会，信託統治理事会，安全

　　　保障理事会のそれぞれの本会議会期中に使用された資料や会議録（議事速記録や

　　　講論艮）などの検索ツニルである・各索引共’醗躰蟻の三冠議長の

　　　、リス．ト，会議録㊧’ドキュメントナンバー順のチェラ「クゾ・ス．ト，会議中の発言者の

　　　索引，．議題一覧，件名索引からなつで託る。・発言者の発言内容を記した議事録検

　　∫索の唯嗣砂ツールである。tt

5）　List’of　UnitedlNhtions　doctiments　series　symbols．”　New　Yoik，　Dag　Ham一　，

　　　iparskj61d　Library．　1979　312　p．　（ST／LIB／SER．B／5／Rev．2）　／’　・

　　・国払刊行資料の標示記号（ドキ9メ・．ント記号）．がわから・ζいるとき刊行機関や

　シμ一ズ名を調葺したり，刊行機関名がわかっているどきドキュメント記号の調

　査に使用するもの。・．

．6）市販嗣連刊行吻の目録ttt

　　すって資料標示記号sTIDpl／sER・F，1あるいは・＄TICS／sE尽．　Jが付されて

　野る資料。市販され沁資料の調査に役立つツワ〃であう・．すべてタイトル以外に

セールスナン・ミ「・鷹使用言語・国命料の販売機関などを敏でy・る，主

、なものを記す。

　　Ten　years　of　Unitqd’．NatiOnS　publications　1945－1，955．．”19．5，5’

　　＄，ales，，No．：　55．1．　．8　（ST／DPI／SER．’F！7）’　．，

　　弓懸創立以来刊行されジ瓦版された申塚物1（公式記録図書およびi雑誌）ゐ包1

　括的な目録。セ■一一・ルスナンバ｝やドキュメント記号も付ざれている。現在でも非

牌素面るヒフ・吻ツ「ルである・．
　　U．nited　NatiOh．s’　bogk＄　in’　prints　．1960．’　196Q　（ST／CS／SER：J（1）．

　　前記目録に代るものg湘画する慮は国連の公甫語である英ド仏スペイン等各

　国語版Q．図書をすべて掲載しているこ、とである。但し絶版資料や公式記録斌含ま’

　れてない。’

　・・，，．・．United’・Nqti・drts pptblications．　Catalogtie・’：　1945－1966．　・1，968・“　276p．

　，．，（STICSISER．；．J／9）　・・
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　1945年力1ら1966年迄に市販された図書や雑誌類の目録。資料はセールスナンバ

ー順に記され，各々資料の解説，『セールスナンバーおよび値段が付されている。

但し公式記録は除かれている。なおこの目録のサプレメントが年刊で刊行されて

いる。　Tt

U・i・・dN・・i・醜1・・p・bli・a・i・P…972－1977・・u皿・1・ti・eli・t　wlth　i孕dexes・

　　New　York，　Dag　Hammarskjold　Library．　1978　149p．

　　Sales　N6．　：　E．7s．，’　1．10　（ST／LIB／SER．B／27）

’‡972年から1977年迄に刊行された海士国連出版物め目録。廿歳ルスナン・ミー順

に排列され各々セールスナンバー，ドキュメント記号，編集機関（又は著者名），

タイトル，三三ジ等が記されでいる。巻末には件名，タイトル，「ドキュメント記

号の各索引が付されている。　．・　　　、　・　　　　　’　　　　　　，

United　Nations’oflicial　’records　：　1948－1962．’　1964．Sales　No：’ @：64．1．3

　（STICSISER．J／2）

　国連草創；期から1962年迄に刊行された公式記録類すべてを含む目録二初めに購

入方法について説明し，続いて資料目録tzc＞k　b，国際機関設立に関する連合国会

議資料国連準備委員会刊行資料そして総会，3理事会の公式記録類が掲載され

ている6各資料共，値段が付されている。

7）　United　Nations　dodUment　series　symbolS　1946－1977；　cumulatiVe　list　with

　　　indexes．　New　York，　N．Y．，　Dag’　Hammarsk）’bld・Library．　’1978　312p．

　　　（sT／LIB／SER．B／5／Rev・3）　，　．　・’　”　’　’　“

　、嘩刊行酬の・ドキ謎ント記号（資料標示記号）遡って・・るとき刊行機関

　や誌名を調べたり，刊行機関名がわかっているとぎドキュメント記号を調べるの

　に使用する。、・ドキュメント面高表である。

8）　国連内部機関が刊行する目録

　　国連内の機関の中には独自の刊行物目録を刊行している機関もあるr’そのほ

　か，’各機関が刊行する年報類（総会や3理事会の刊行するOMcial　Records

　SUPPlement）の巻末匿，それぞれ4）機関が年間に刊行した資料の一覧を掲載し

　ている。　　　　　　　　　 t　　tt　　ジ　　’
　　Iniernational　Law　Commission　：　a一　guide　to　the．document　：　1949－1969．　1970

　　　55　p．　Geneva，　United　Nations　Library．　（Reference　lists　N6．　2）

　　　（STIGENEVA／LIBISER．B／Ref．　2）

　　1949年から1969年目に国際法委員会が刊行した資料・（議事録を除く）の目録。

　次の主題で排列されている。．侵略の旨趣仲裁行為領事関係ジ外交関係，海洋

　法，国際刑事裁判，条約法，最恵函条款，国籍等々げ

　　Guide　to　documentation　UNCTAD－II，　New　Delhi，　1’　Feb’．，一25　March

　　　1968．　一　”　一・’
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　Part’　i 　A’@blassifi6ation　by・　provisioha1　agenda　items　of　the　・documents

　　・・before’th62tid　session　of　con長｝f6nce．．　i968　7gP．

　P’art　2　I　Subject’　indek　of・　the　dbcuments　before　the　2nd　sessi6n．

　　1968　ユ89p．

Guide．　to　UNCT／）LD　Publications：・1964．1969．　1969　73p．　”

Guide　to　UNCTAD　p6blicationS　pupplemept．　1971一　Annual．　．，

鴎齢賜開発蟻の刊行伽録，

UNIDO　documents　list；　cumulative　list　for　the　period，　Jan．，　1967　to’31

　December　1979．　1980，　UNIDO．，　287　p．　（ID／SER．G／208）

UNIDO　doc汚血gnts　list　supp16ment　covering　the　period・1　Jan．，一31　Decem・

”　bbr－J980．』1980　UNIDO　287　p．（1D／sER．　G／208）

　　　　　UNIDO　docurp6hts　list，　annual　supplement．　UNIDO．1981．　・

　　　　　　　国際連合工業開発機関の刊行物目録

　　　9）　近着資料選　国際連合広報センター　年4回刊　　　　．　　　、：．

　　　　　東京の国際連合広報センターに受け入れられた国運および専門機関刊行物の速

　　　　報誌。簡単な解説が付されているb国内で翻訳された資料も含まれている61この

　　　　近着資料は新刊資料が丁度当館に入荷（船便で）する頃tt刊行されるので閲覧・．

　　　　　シファンンスサーピス等で非常に有用なツールとなっている。

　　．1．1．2　国連以外で刊行する目録・　　　　tt　’・

　　　　1）国立国会図書館所蔵国際連盟・国際連合刊行資料目録　国立国会図書館

　　　　　　　第1巻　国際連盟6国際連合（除：専門機関），1976444p．

　　　　　，192b年から1968年迄の国際連盟，国際連合の刊行資料を掲載している。これら

　　　　資料の特殊性を考慮：し，両機関の機構や資料の種類についても概説し旧いる6

　　　　　　第2巻」専門機関「1一　　’　　．　　　．1一一∴・

　　　　　　　ILO，　UNESCO，　WHO　119731・288p．．

　　　　　　第3巻専門機関「■一・：、

　　　　　　　ICAO，　FAO，　IAEA，一　GATT，　IM　F，　IBRD，・　IDA，．　IFC，　ITU，　WMO，

　　　　　　UPU，　1974　371p．

　　　　　第2，3巻共表記した専門機関資料の所蔵目録。各巻共，各機関毎にそれぞれの・

　　　　組織の概要，主要資料の解説も含めている6，

　　　　　第4巻鴎連盟・鵡齢に関する嬬、・97864・P・．

　　　　　1919年ふら1976年迄に国内および主要国で刊行された図書，小冊子，雑誌論文

　　　　　で，国際連盟，国連，1その専門機関，’国際原子力機関の諸問題を記してV〈る資料

Y　（こゆ機関の刊行物礁く6一但しこれら干ロ働の邦訳酬は含む）明録・
　　　　2）国連聲料年鑑一利用の手引と国連刊行物の目録L：1945～1962年4月：1962年

　　　　　　　5月一1963年12月（329・，　23－Ko5489－K）　　　　　　　　．
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3・）国連資料年鑑：1965～1969年，・年刊’ iA111－17）・・，

　　何れも京都国連寄託図書館が刊行した国際連合刊行物の目録、’一ig4S年から1968

年までに刊行された購や雑辮説騰rrなお国連資料年鑑に瞬門機関刊行

　物も掲載されている。

4）ny6maKa耳vava　OOH　M　ge℃He四三H3胚p曲aHHHx　yqlpe三八eH耳孟．：HcToqHHκoBe1LqecK蘭．

　　　・6・・晦・945一・975・E』q嘩・Ka・1；・’B：．．」1’i　va・・TPt・蝉・蝉・Va・Φ・P細血・・

　　　・06mecT’BeHHHM　Ha’ykaM．　MoCKBal．’vaBllaTe［beTBo，“HAYKA”’1977　504p，

　　　（Alll－196）　・

　　甲連お氏びその専門機関によづて刊行された（1945年から197ら年三）主として

鷹騨包括聯た醐．．これら聯の脚調飲騨一櫛

5）　Pu．　blications　of　the　United　Nations’　system；　a．　reference　guide．　Winton，

　　　N．M．’　New　Ydrk，・N．Y：・1　R．R．　B6wket　Company／UNIPUB，　lnc．　1972

　　”2b2　p．’（Alll－116）

　　困連とその；専門機開の基本文書く憲章・綿織高跳・輝程）’とそれぞれの機関の

　内容を説明し，つぎにこれら機関が刊行した参考図書．て統計資料，ダイレクトリ

　」，各種法令ご条約f辞典1．書目，抄録誌，・カダFグ等）’や雑誌を解題してい・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［　る。

6）　lhternational　bibliogr．aphy，’ihformation，’do’cumentation；　publicati6ns　of

　　　international　organizations　（IBID）．．

　　　New　Y6rk，　N．Y．，　UNIPYB．’rQuarferly．　．’　．

　　国連；’その三門機関が刊行した新刊市販出版物を逐次掲載する解説目録であ

　る6、

’1　7・）G

ﾒ欝蕪’ρ磐1岬蜘戯吻1坤蜘馳．
　　　Part　A：　Reseatch　’article．　Vol．　7A：・1980：　Quatterly．　（Z55：C．148）

　　．　？a・・昧阜・’・’・i・P・…’dr…ig・’丘r・n七9・v・・pm・pt・gbli・at’…斧t・”

　　　　・leVels・「1980一’Quarterly二‘（Z　55一　C　334）・・

　　　gFb；merly　：　Vol．1（1974）一Vol．691979）　：　Gdvetmhent　’publicdtib＃s　revi6w）．

　　．Part　’Aは政府刊行物や国際機関（政府間機関）刊行物の刊行，配布，入手，・

　利用法，選択等々についての研究論文を掲載している。主として7〆リカジカナ．

　ダおよび英国からの論文である。Part　Bは各国政府機関や国際機関ぷ刊行した

驚糊繋羅細細三隅三頭府脚三郷入手の
．　8）　Guide　t6　U，　nitdd　Nations’　orgqnizafibn，　ddcrtmentation　and’　Publishingr

　　　Hajnal，　Peter，　1．’DobbS，　Ferry，　N．Y．s　Ocearia’Publications．，，　’

　　　1978’・ 　450　P．’　（Alll－252）・

　　国連の諸活動を調査1研究する方法・そのたあに使用する資料の聖集・整理お

　　　　　　　　　　　　　　　一一一一　9：　一一



i

　よび利用の方法等を紹介したガイドブッ、クであるbtt、

9，）．’Gui’р?@．to　the　tise　of　United　Nations．docUrrients；’in¢IUdi’ng　rqference　to　the

　　　specialized　agenciq．＄．　arid　SPecial　．U．N．，．　Bodies．　．

　　．　Brimmer？　Brenda」　q，nd　othgrs．　Dobbs　Eerr￥，　N．Y’．，　’9ceapq　Pqb！ications，　・．

　　　Inc．　1962　・272・　p．　（025．，173－B857　g）　，

　　国連の刊行する資料を取集・整理・利用する諸方法とか，．国連の諸活動碧調査す

．るための手順や，そりたあに使用する基本的ツ㌣ルを紹介したガイドブックであ

　る。2編に分れ，’第1編では国連資料の特性，種類，資料標示記号（ドキi・メン

　ttttト記号）7一、販売システム，そして利回の方法（一般的な利用方tL，国際連合研究

の手順を3つに大別し，それぞれの資料検索ツrル〉を紹介しているd続いて国，

　病癖料の収集・整理方法を大型収集（毎括収集），中型収集（国連文書くドキュ：．

　、メγトを除く〉），‘小型収隼．（市塚出版物のみの選択収集）・に分けて税明し，そ一

　の偉か7’t図書館員0準めO基本的塗ツr＞t（出版物目録・その他のレファレンス

　ツール類）を記している。第2編では国連，その他専門機関刊行物、それぞれの

1検索ツール類を詳細に綿介してい5。、国連資料ρ整理やレファレγ冬を担当する

渚にとって少堅くともヒ度に見るタき基本的な資料でわる。．

／10）　Doctimepts・　of　international．　．　organizatiQns　；　a　bi　blipgraphic　hap．　dbook

　　　covgring　the　United　Nations’　and’　otheT　iriter－governmental　Qrgahizations．

　　　’　Dirriit・・v・・，　Th・P・．　Chi・ag・．；βm・・i・an・Lib・a・y　A・・噸ゆ

　　　1973　’301　p．　（AlllT120）’

　　国隙機関の諸問題を記している野離め目録と書謡の書識即ち国際機関の目的’

∴・と機能その刊行資料の受入れ…目録作成および利用方法等の文献曙）目録書誌

　の書誌．（囲際機関刊行物目録，偉界政治・国際開係・平和維持・安平・軍縮等・の

・支醐録鴎機関蜘ま斉国刊行・国際機関刊行目顯）1そ》て国記関の諸

　問題を掲載する雑誌のリストを掲載している。

11）　’Gover．n．　．Tnept，publicatio．ns．　；　a　g’uid6　tQ　，biblipgraphic　，tools．　．／・

　　　鴨血i・，P・li・，　W・・hi・gt・n・Lib・．・・y・fc・ng・essl・　！g75　441P・、（u？・・一4・）

　　、世界吝国で刊行された殊府刊行物関係の書誌の書誌。、・第2部には国際機関（国

　連等，tt政府間機関）刊行物の書目類を解説しでいる。、

’．1．．2、基本文書集

、，〈資料〉「
A、

　　．　Unl’te，d．．Nations．　Charter．　of　．the　United　ttationp　．ai　d　・Statute　of’　the　，lpternational

　　　・Court　of－Justice，　iricluding　amehdmenfs’　．　．1974　．（STIOPI／511）　・

・4聯騨四竃騨騨1盤面三幅センタ脚
　　　1・tern・fi・n・1・・gζ・i・a・i・n・・d　i…g・a・i・n岬6・11e・・i・n・f麟・f　d・・um・n・・

　　　…91・・ing・t・・th・　U．・i・ed』N御・・i・≒　rel・t・d・g・n・i・・a・己・egi・n・l　i・t・．・nゆal

　　　　　　　　　　　　　　　　　一・　10　一一一一・



　　’organizationS　’　with　annotations，．

　　H．F．　Van、　Panhuys，　et　a1．　Leyden，　A．W．　Sijthoff．19681141p．（A157－49）

　国際連盟，国連，その専門機関，国際原子力機関，地域別国際機関（欧州共同体等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り々）が刊行した重要文書（憲章，条約，規約，採択された決議等）の本文を掲載する

基本文書集である。、

　A　history　of’the　United　Nations　Charter；　the　tole　of　the　United　States　1940－

　　1945．　．

　　Russell，　Ruth，　B．　and　Muther，　Jeannette　E．　Washington，　D．C．　The　Bro－

　　okings　lnstitution．　1958　1140　p．’　（A159－103）

　大西洋憲章（1940年）から始まbモスクワ会談，カイロ，．テヘラン，．ダン・ミート

シ・オークス4～各会議を経てサンフ7ンジろヲ会談に至るまでの国連憲章成立過程

を，アメツカの指導者の活動々含めて説明している。

　Charter　of　the　Unit’ed　Nations　；　eommentary　and’　documents．

　　Goodrich，　Leland　M．，　Hambro，　Edvard，　and　SiMQris，　Artne　？atticia．

　　New　York，　N．Y．　Cdlumbia　Universit・y　Press．一1969’　’　732　p，，（Al．59－105）

　国連憲章の各条項（1946年現在）の内容を分析，注釈を加えだもの。．初版は1946

年，そし℃第2版は1966年に刊行された。・

　Index　to　the　Charter．　and　Statute　of　the　International’Courtっf　Justice．

　　United　Nations，　New　Yprk，　N，Y．　1947　Sales　No．　：　47．1．15

　岩波六法全書層末川博：，岩波書店・年刊．

　（国連憲章・国際司法裁判所埠程，ユネスコ憲章，．国際労働機関憲章国瞭通貨基

金協定，国際復興開発銀行協定，世界人権宣言）

　六法全書　鈴木竹雄・田中二郎　有斐閣　年刊

　（国際丁合憲章・国際司法裁判所規租ユネろコ憲章，．国際労働機関憲章」国際復

興開発銀行協定，世界知的所有権機関設立条約）’

1函際条約集一第4版一　横田喜耳隠・高野雄一　有斐藺　ユ978

　（国連憲章阻国際連翠規約，国際労働機関憲章，国際民間航空条約〔抄〕，国際電・

気通信条約〔抄〕，コ・ネスコ憲章，君国郵便連合憲章，国際司法裁判所規程J．t国際連

合難民高等弁務官事務所規程，世界人権宣言，国藤人権規約）

　国際条約・資料集一改訂版一　田畑茂二郎・高村秀雄　有信堂　1972

　（国連憲章国際連盟規約，国際労働機関憲章・〔抄〕，・国際民間航空条約〔抄〕，万

国郵便連合憲章〔抄〕，ユネスコ憲章〔抄〕，国際司法裁判所規程，世界人三三三国

際人権規約〔抄〕）

　国際条約集皆川洗・嘉納孔・深津栄一　東京法令出版　197f

　（国際連合憲章・国際連盟規約∴国際労働機関軍章・世界保健機関憲章ユネスコ

憲章，・国際原子力機関憲章，国際通貨基金協定，国際司法裁判所規程，三際法委員会
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の手続雛；安全購理事会の仮回忌剰，国際法委員会雛・鴎復興開撒行協
定，』 総ﾛ民間航空条約，．国際電鐵通信条約，．政府間海事’協議機関条約）『

　最新条約集・池田文雄　邦光書房’1969，

　，風国際連盟現約，国連憲章，国瞭司法舞判所規程ジ国際原子力機関ジ国際労働機関

憲章，．国際電気通信条約，、万国郵便連合憲章，関税と貿易に関する一般協定：’国際通

謙霧繍鷲罐欝際fllmb公蹴瞬灘協定政府間

な脚酬に騨ミ騨齢＃言忌ミ栓機関の基本文書を掃回し
ている。

現代法規糊一8呂7条約（1）1・．　‘一89一一L条細、

　　繊法制局嚇院法調難舞1～力醐）・　t、
　現行日本法規一91～97一⊆条約）、

　　法務大臣官房編　帝国地方行政学会刊（加除式）

　J・i・t・1・・pecti・n　U：・it・st・t・t・・．・1976（A／RES／31／192・Ann・x・）・

　．国連合同監査団くJPirit　Inspection層Unit，　JIU）は1966年ど1967年の総会決議によ

って設立された国連事務総長直属の常設委員会である。監査団は国連ファミリー各機

欄の事業能率や資金が適正に活用されているか調査：（抜打ち，立入り）を行い・その

三三轍齢rついでの意見をまeめ報細書鳴している・’　，本卸三三醐の規約幽

である。

Un｛ted　Nations　UniverSity．　Revised・　draft　9harter　．of，　，the　UniEed．　．Natiops

　　University．　1973　11　p．　（A／9149／Add．　2）

　　第27総会で搬鉢た・磯目からなる国髄合字画餅案を掲載Pている・

　tJnited　N，　atignp，　CommisSion　on　lnternational　Trade　Law．　Arbitratiori　’rules．

　　New　York，　N’．Y．　United’Nations．　19’77　J　32　P，　Sales．No．：77，　V・6

　　　（A7．RES／31／98）．

　　　国際連合商事取引法委員会の国際商事仲裁規則。4回目からなっている・

・C・n・ti…i・n・f、　th・，　U・i・・d．　N・・i・・s’　14d・・t・i・1ρ・Y・10P皿ent　O「ganization・

　　，・Vienna，’UNIDQ・　1979．．　，t　24　P・

　　　菌連工業開発機関（tiNIDO）憲章は1979年4月8日，・専門機関UNIDO設立た

関野回忌会議で採択r賦払岬寅ID9騨徽を恥しているb
〈事例〉・

　一t＊Internatipnal　．　Refugee・、Organization（IRO），の一C6nstituti♀nを知りたい。

次g）資料に掲載されている。

Treaty　series　Vol．　18　pp．　3．

’　The　lnternational　Refugee　Prghnization’；．a　specialized　agengY　of　the　United

’N4tions．；　its　history　and　work：　1．94671952．　，

、耳・ibg・n，エQ・i・e　W．　L・nd・n，0・f・・d・Uriiverslty・P・ess・くレ耳723　i）∴

摂．12鷺一



　　　　　　　　　〔・注．：「鴎難三関（・RO）．は国連救済復興獺（U・i圃N⑳・R・li・f．・nd

　　　　　　．．．R6h・bili…i・n　A如1阜i…a・i・h）・巌身，第；四界大弊よる輯とナチや乃シ．

　　　　　　　スト・の迫害による被舗徽済し，』本国磁還．しfiり難し吐地ゆ難戦韓探す

∵鵜漏露顕堺1．警∵ll噌ll．ll－．、．

　　　　　　　国連内の各機関に室嫡る会議の議事手続規則を掲載y，た資料。．珠の様1こ機関毎1こ鉢叩

嘆掌るd騨畔四．．．、．：．『．：1◎．：．ll［淫．．1∫＝　’

　　　　　　　みC器盤搬器翻欝ri鱒∵gv’1岬岬．

　　　　　　　　2・El・…i・．・・d　S・・i・1．C・皿血issi・n　fρ・A・ia．・＃4・h⇔．　P4difi・’L．T・・皿・’．・f，，　tg，　fer一　『

　　　　　　　　　　　．encc’and　rgles　of．　procedure’．　1976’．　（Egonomie’and　SQciql・・Coungil，　61st

，　・’@・”　一　．　Sg＄sion’，　Ofli6ial　R，ecord．s　SqpPlernent　No．　9，　Annexes　III　＆．　IV．）

　　　　　　　．∵器譜鴨脚ll下u　1．．∵岬町㌣岬597∵

　　　　　　　　4・．E・・蜘iρ．・・d　S・・iq！・C・面面rゆ・11C・皿mi・・ig…R・1・r・f・警9re尋u「e・．・

　　　　　　　　　　　　1970　’（E／4767i），，，／S，41es．　No．’：　70・1．9；一　1977・’（E／5．975）．　，Sales　．No’1　：　E　77ilO

　　　　　　　，”s，’一　Economic’　and　S6cial一．　Council，i＄ubsidiary・，’bodies・’　Review　of　the・　tgF．，ms　df

　　　　　ttltL・t．t・翻畔岬1玉1岬lr∵f壁rlu㌍ill餅61rE岬R呼＆『

　　　　　　　　61　Econopaig’　C，　omniission　，for　；A，frica．／1．Ter’m．S．　pf’　Tefergnce　and’．　ru！e．s．　’of，　prbce一，

　　　　　　　　　．．　’　dute，　lg76　’（Econorpic　．and　．Social’Co，upclli，161st　SgSsio－nl，i“9．fifi．．Cig．li　Fe9・9rqS，’，

　　　　　　　　　　　　supPle卑ent．　No．11　E／5783）；EICN・14／6524血e耳d・；，E！CN．．1季／630

『4E奄Sm’響臓器琴「呼r艦齢呼P1996中rPl・”

　　　　　　　　∵綴。膿／貯tin．鱒。色．剛，等ferl卿卿1

　　　　　一．：9∴晦・tPi・ρ・mmiS・i・・．1・r‘　L・・i・i．A血ISTieE｝・：．C・・i・bbr・P　De・eig・血・q・．q・d　C・一』

　　　　　　　　　　　　g’petatiori　．Committee．　．Copsgituegt　・．declaratiop／　a4d’functions’・，and　rules，，of．．　，　，

　　’　’　’　proced’ute．’1976’（E／CEPALIIQ22）’・

　　　　，．・bl．．Ee…血i・．Cゆissi・n　f・・．　W・st・rn’A・ia・‘P・・vl・igh・！．　f・1…f・t・ced・・e・

　　　　　　　　　　　　盤欝盤ご鷲lu？1岬1轡　O∵d岬ll

　　　　　　　…G・n・・al　Ali・e．mbl・・RUI・・gf　P・6ced・・e・．ゆ・d・i・9’qm・4d皿・n脚d叫’、

　　　　　　　　　　　　diti・n・”　・p　t・31．つ・b・mb¢・1978・∫エ979．81P・（A／520／ReY：　・13＞

　　　　　　　　　　　　　　 ＄ales　一No・：E・．7♀・L11・〔以前の版の襯訳「陶際連合総会め手続綿則二総会が．

　　　　　　　　　　　　　その第十七会．期までに採択した改正’を含むr一一’」．’外務省国際連合局訳刊　1963

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’t’”　J13’　’t’，，．　’，一　，，　，　／，　／，，　，，，，



　　　　　「49，39p．｝原文もあり〕　’tt　　一．い　・’　　－’・t、・’　t

12・Interna‡iona里一Civil　Service　Commission，1　Statute　and　rules　of　procedure．1975

．　　　（ICSC／1）Sales　No．：75．1．18　・　　『，　　　　s

　　　　　　　　　　　　　　　ヒ13・Interp包tio珪al　Court　of’　Justice．　Rules　of．　Court　adopted　on　6　May　1946，　as

　　　　　　amend臼d　on　10　May　1972．19721CJ　Sales　No．：364

14・1・t・mati・nal　Cρ・・n・nt・・Ci・i1・hd　P・liti・al・Right・’；meeti・g．・f』t・t・・

　　　　　・：partiess　Rules　of　Procedure．1977（CCPR／SP／7／Annex　1）　　　　　　　　　t

15・Review　Conference　of　the　Parties｛o　the　Treaty　on　the　Noh－proliferation

　　　　　　of　Nuclear　Weapons．　．　Draft　rules・of　procedure’for　the　review．　conference．

　　　　　　ユ975（NPT／CONF／2）

16．Security　Council．　Provisional　rules　6f　procedure（Jan．，1974）．1974

　　　　　　（S／96／Rev．6）Sales　No．：74．1．5

17・Thi・d　U・it・d・Nqti・n・9・nfe・en・eつ・th・L・w・f　th・Sea・R・1…fp・・一

　　　　　　cβdure；adopted　at　its　20th　meeting　on　27　June　1974　and　amended　at

　　、it・40th皿eeti・g・n　12　J・1y　1974・197417P・（A／cONF．62／30／R6・．ユ）

　　　　　　Sales　No．：E．74．1．18　・　、　■　　　1　　　　　　　　　1

118．，Trusteeship　Council．　Rules　of　pr6cedure；as　amended　up　to　and　during　its

　　　　　　29七hsession．1962（T／i／Rev．6）Sales　No．：6乞．1．23 　　　tt
　　　　　　’

19．United』Nations　Administrative　Tribunal，　Statute　and　rules．　Provisions　in、

　　　　　　fbrce　with　ef〔ect　from　30ctober．1972．　　1972（AT／11／Rev．4）　’

　　　　Sales　No．：73．　X．1　　　　　　　　　　　　　・

20．Committee　on　Applications　for　Review　of　Administrative　Tribtinal　Judge一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　コ
　　　　　　mept・・P・・x7i・i…1・u1…fpf・cedy・e・ユ975（A／AC・．86／2／R・v・2）

21・United　Nations　Children’s　Fund．　Executive　Board．　Rules　of　Proce　dure，1975

　　　　　　（EIICEF／177／Rev．3）　　　　　　　　　　層　．　　　　』　　　　tt’

22．United　Nations　Children’白Fund．　UNICEF　terms　of　reference　and　c叫rent，

　　　　　　policies　working　methods．1975’（EIICEFIL．ユ326）

23．UNCTAD．2nd　session．　New　Delhi．　Rules．6f　procedure．196823p．

　　　　．（TD／63／Rev・1）salesl　No・・zi　E・68．1．17（uNCTAp＝united　Nations　con一’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ
　　　　　ference　on　Trade　and　Development），　　　　．　　、　．　　　　　‘

24、UNCTAD．　Committee　on　Commodities．　Terms　of　reference　and　rules　of

　　　　　　P・・ced・・e・1966・37　P・・（TDIB／61／R・v．．1）s・1・・N・．・：幽66．1．24

25・uNcTAD・committee　on　Inマisib16　・　and　Financing　related　to　trade．’Terms

　　　．　of　reference’and　rules　of　prbcedure。1966　（TDIB／63／Rev．1，

　　　　、TDIBIC・3／16／Rev．．1）Sales　No．：66．1．20．

26．UNCTAD．，　Committee　on　Ma加factures．　Terms　of　reference　and　rules　of

　　　　　procedure．1966．　26　p．．（TDIB／62／Rev．1，　TDIBIC．2／6／Rev．1）

　　　　　’Sales　No．：66．1．23．　　’　　　　tt「　　　．　，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，ny　14．・”一．

’



　　　27・UNCTAI）・Co血nittee　on　ShipPing，　T6rms．of．r6f6rψc6鋤d．・ru1¢s．．Qf　pro一・

　　　　　　論鑑詮rD脚甲※Tρ／r岬叫・羽、．．t

　　　28・．　UNgTAIi）・・　Cgml“ittg，e　9P　Tran＄fer　Of．　TechpglQ’gy・・TerpaS　of－relgre’n，ce　apd

．．1∫．1．鑑緊需b碧77∫∫．，甲肝（TD／B／639，　TD／BIC，6／18　　　1　　　　　’t〉．．t．1．・．

　　　29．　UNCTAD．　Trade　and　Develbprrient・　Bg4rd．．　Rg．les　of　pro’cedureL　1973

　　　　　　’：（TDIB／16／Rev．2）sal鳥s．1No．：．73．耳．D．11

　　　30・　，U・it・d　N・li・n・・D6・・IQP血6ht．P・・9・am．m・・．　Gpyg．…i「’．9：⑳・i．1・R・le9．－・f　l・

　　　　　．’一Procedure．　1976．，一，　（PP／IIRev．　1）　Sales’，No：一：　’76．1．17

　　．’　31・’「U・it・d　N・ti・n・’　En・i…mr・t　P・・9・am血・・G・舳i・g・C・uh・il・、　Rql・S・．．gf．．

　　　　　　procedure．1974’　43　p《UN耳P／GC／3／Rev。1）　．l　l1・　一・．

　　　32．．　United　Nations　，Pleadihg’　ConferencesL　1979　’　7p．，　（A（33／580＞　，1／

　　　　　　Sales　No．一：　E79．・1．17・　 　・’　”
@・ 　”’　’ E　／一“

　　　33・U・i・edlNq・i…Speci・I　F樫鳥・4・d・f　G・v・・P・r．S1．「Rgi・・．・f　p・・．ced・te・・975．．

　　　　　　盤酷i鱒ly　3g岬ゆ’甲r917岬騨∵N∵11．

　　　34．United　Natigns，Univetsity．．Coungi1．　R司el　of．proce4ur『4975（今／．冷（⊇．169／L．3）

　　　35：　Wprld　’Food　Prog’ramme；　Basic　t．documents’：　Gendral　・　regulations一．

　　　　　　proVisi6naL　financial　・Procedurbs．　Rules’　of　，，　Pro’c．edure　’of　ttie　UNIFAQ”

　　　　　，．’InterLgoverrimental　Cornmittee．’　’3rd　ed．　1966　（WFP／IGC／3rd　ed．’）

　　’36・．W6・14　F・・ゆ岬1恥1e・6f．　pt・ced・t・・1976』（wFc⑳今・・r￥）』．

　　　’37L　”UNIDOr，　Rules　’gf 　procedur．e’，　of’ @’the　ilndustFial　’Deve16pmenf　Board．’　1967　．

　　　　　　2gP・（ip／P／18）．Sal鳥・N…67・1・245・969客9〆P／皐／・SIR・ゆ．

　　　　　　Sa．1，es，，1＞，　lg．’：　E．69．1．．2i・；’1972　，一　29p，．　glD／B／18／Rey．；3＞

　　　　　・「「Sales　No．∵E．学2．II．B・．　14　」1973．・．．129pン（工DIB／18／Rev．4）．

　　　　．遷麟邉：ll器1；ll∵9岬堺帆5）ll．．1匹・．1．1．．．’・

　　f事例．〉．㌧．一．■．「、．．．．ジ．ゴ．．㌃．一．寄’・．

　　　国連憲章第18条2項「表決（総会）．．「重要問題に関する総会の決定は出席し且つ投票．

　　　　する構成国の三分のiめ多数によ6て行なわれる。」．棄権はどうするカ1。

　　総会議事手続規則Rules　qf　pr6cedure　of．t耳e．GeberaLAssembly’1974．・．、．

1：r搬垣壁蕪藤畿膿：欝爆門門騨轡
　　て三絶重票問題とは国際平和翠ご安全㊧維持に関する勧缶．．安全保障理事今の非常1

任理事国の選挙・経済社会理事会の理事国の選挙，憲章第86条C項め規定による信師「．

統治山事会の僧事国の選挙，．新加盟甲の国際連金へφ加盟の承認1加盟国とし（の権

．利及び特権の停止，加盟国の除各．信託統治制度の運用に関する問題及び予算問題を　，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，x
　　　　　　　　　　　　　　　　　一：一　’15　・一　・



含んでL・る。）．

1．4　組織と機能　　　tt　．　　　　．』　 　　＿い　．lT’

〈資料〉

．／　1）＊EVeryman？s　United．Nq’tionS　；’a，　complete．handbo．ok　Qf，　the・activigies　and　evolu－

　　　　tipn　of　the　United　Natio’ns　dufing　its，’　first　20．　years，　1945－1965．　8th’　．ed．

　　　　1967　，’　．634　p．，　．

　　　Everyrpah’s　United　Nation’s；　”a　．summary　of．　thd　actiyitids　of　the　United／

　　　　Nations　’during・　the　five・　period　1966r1970．．1971　’248．　p：

　　　Everyope’s　Unitdd　Nations．　．9．　th　ed‘　．

　　　　New’　Ygrk，・　N．Y．i　Unite4　Natigns’　Othge・　of　Publi’c　・lpfgrmation．　1979．

　　　　475’　p．（A159－38）　．’　，，　．’　’

　　　1945年がら1978年迄の国連s．その専門機関の諸活動の概要塗記した資料。諸活動

　　に関連し紋書や出版柳タイP・も併撃戯している話動遡及的調査になく

　　てはならない資料である・、．

　　　　〔注欄訳資料：鴎齢一2咋の歩みrH本国髄腔三論鵬研究所，
　　出版会刊　昭和41．356p’国際連合ゐ項のみ翻訳〕

2）　United　NationS・Yearbopk．　1946一　Annual’，　（AI59－39）

　国連，国際司法裁判所灰穿甲際連合専門機関，『「国隣原子力機関の年間の活動概琴

1記しk．年鑑。者飾毎に関連文献1（ドキュメ・ゾト）を掃歯しでいる。・また巻末にば

．件名索引力Wされでし〕るr従って国運の祀る特定の活動を年代塗追って・，または年

間を通じて輝面しようとす5場合・重琴な情断艮源である。・この三三め速報誌が次の

雑誌である。．　・　t　’tt　　．　　』、「　tt「』　．t’t　’・、’．　’

3）　．united　Nations　chronicle．ユ964－Monthly．（July　．　19542April、1964；united

　　Nations．　rgvi’ew）．（．151－E286）　’．，　，．　’一．　，．i　：　．　’

　　8月双盤で獅回国の騨活聯広郷ている遜三三隷は新刊．
国連資料の織欄をもうけでいる・　．．　・．　　t＿tttt・一・．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼へ
4）．u・’・・4　Nゆ吻ndb・・k・　i961－A・叫W・lii．p…n・．晦…y・f　F・・e”rn

　　．Affaigs．　1977T　（A159“195）　，　・．　」 　・．

　　国連の主要機関，1事務局，、国際司法球判所，専門機関それぞれの設立決議の］」

　スト，目的，組織予算問題．メンバー等の管報を記した四脚、その他，、上級職

員の氏都含まれていi・他の資料で開門れない下部糊の龍も認賢，
　’るので便利。’

，5）　’Faet　sheet－6n　・the　ope’rational’actiVitieS　of　the　United　Nations　systeM．1　Nevi

一．　16　・一



　　　　　．’York，　Ad，Hoc．　Committee　gn’the　Restructing　gf’the　E．conomic，　anq　Sgci．gl

　　　　　Sectors　of　the　United　Nations’　System．

　　　　　1976　一32p；　（AIAC．179／L．，9）；19’76．　46．　p，．（AIAC2179／L．．9tAdd．1）；

　　　　，1976．　．…　7P．　（AIAC，179／L．9／Add．2）　・・’．

　　　　次の様に国連システム内野機関の設立の背景，目的・．機能，組織，職員構成，そ

一1 ﾌ趣幽しt（1いる・AIAC・・79／L・。魍翻発緬，「「国連人肥動平金，嘩貿

　　易開発会議・国連工業開発機開．国連時別奉金，．’．世界食糧理事会．経湾・．社会局・

罎瀦9畑も騰欝と騨亨門騨1岬／岬d12は

’6ﾚ翻．p「altic吋Uhlte岬’9””．o騨．燭5一・：璽ted．Nlt’olsl

．　＄9・P1・皿・・⑳・・1・Y・1・2・h「・i・1・・SSL・14．，・f』th・、Chρ…t・．19581物’・．

　　　　　　　，　’”　Sales　No．　57．．V．　4，　SupPI，　1，　Vol．　2

　　　・　　S・pPI・皿・h七・…．2・V・1・．．・・A・・i・1es噛・τ8・姉・・¢h…e・l　r・v・・i・g・h・pr・i6d

　　　　　・　・’．・．・・　’1　Sepgember　1956’to　31　Auggst　1959．　．1964’　206p．　Sales’　No．’，64．・．V・’5

　　　　　　　一ぐS・pPl・m・h・皿・・．2・V・1・2・A・・1・1卵二45：9f・he・Ch・・・・・…磯琴・h・・P・Fi・弓．

　　　　　　　　　　　　　　1．Sgptembet　1956　to　31　Auggst　1959．’1964　，．　408p．　Sales，　No．　6，4．．．Vl　6

　　　　　　　　・＄hpP1・麟t、n6・2・．V・1・』3・：・珠τ・iq1・・55一・・エ・f　th・Ch・・・…．・・…i・g・hg

，　．　／．．　．period　1’Sgpten｝ber．1956　t6　31　Atigu＄t．，1959．’1964．’　559p・．

　　　　　　　　　　　‘　’Sales　No．　63・　V・　7’，・．　・一

・．　，　”SuPplemerit　no．　3：

　　　　　　　　　　’　Vol．・1　，Arti．c’le＄　’1－22　of’the　一Chagter，’goveripg　t’he　period．　1　S．epteniber

　　　　　　　　　　　　　　　　1959・to．．31，　’August　19．6’．6．　1972　，　・459p．　S’ql，es　No．E，　7？．’Y．　・2’　．

　　　　　　　　　　　　　　Yo！．　2’　Articl，es　23r72　of　the　9harter，　govering　the　peyi’o．d　．1　’＄eptetnber，

　　　　　　　　　　　　　　　　・959・・3・．．A・g・＄・lg66，1．・97・．1．　4sgp．・S・！r・N・・耳・．7・．，　・V・2

　　　　　：　，　Vol．　3　Atticles　73t91　of　the　Charter，　’covering　the　．　perfod　1’September

　　　　　　　　　　　　　　　　1959；to　31　Avgust’1966．．1972’・246p．　SaleS’No．E．　72：．一V．　3．

　　　　　　　　　　　　　　Vo1・4．岬ll．町＃．gf　thlq与a「te「・1¢ρvrゆ琴lheマe「’od　l・Slp騨

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マ　　　　　　　　　　　　　マ．17．7　　　∫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十　　t

Vol．’P：Articles　lr22　of　the　Charter．1955　742p．　Sales　No．55．　V．2，’Vpl．1

Vol．2：Articles　23－54　of　the　Charter．1955．　467p：　SaleS　Noi．55．　V．2，．　Vol．2

Vol．3：　Article’ 刀@55－72　’ р?@the　Ch，art6r．　1955　・　596P．　Sale＄’No．　55． V．2，　Vol．3

Vol’．4　：　Article’S　73－91　of　the　Charter．　1955／　．461P．　，．Sales’No：　551．　V．2，　Vol．4

V，　ol15．　，：，tArticles　92－111　ofthe　9hqrter．’　1955　1417p．．　Sales　；．NI’g．，55．　V・2，　Vol・5

．Tablep，・gf　contehts　4nd．，subject　ipqex．to一　Volumes　’，1－5，，　1957　．，316p．

’　Sales　’No．　55．　V．　2，　lndex

．Stt戟H，｝liein．．’eTn，　t　n－o一’・．｝：　Y，oiL　i：．rA“rtie！eS　“i－P．4　gf，．the，9．．hag’tgr．’1958　．370p．

Sales　No’．　57．．一V．．4，　Suppll　1，　Yo．’　1．t　．　．



　　’1959　tpZ　31’Augti＄t　1966．　1973’　264p．　Sales　No．E．　73．　V．’2

．Supplements　Nos．　1　to’@3　Articles，　1－111　of　thg　Charter’：　Tables’of　contents

　．4hd　subject　index．　1979”　’198p．・　Sales　No．E．　79．・　V．．2．，

国連憲章の各条が実際にどのように適用されたかを記録したもの。’

一7）　The’　structure　of’　the　P，　nited　Nations　General．Assembly；．its　corpmittees，

　　　comrriissions　elrid．　other　Qrganisms．　3vols．　．

　’．　’　Finley，　Blanche．　Dobbs　F’err・Y，　N．Y．　Oceana　Publications，　lnc．

　　　1977　3vols．　〈A159－205）’・

　　ig46年から1973年（第2S回総会）．迄に設立された国連総会O．下部機関各々ρ機関

　名，’その機能，メ「γパー，『主な活動，開催した会合や会朝の一覧等々を・記してい

　る。下部機関の活動内容を知るのに便利。

！

8ン国際連合総会の事業　第6「回（1952）一．年刊　外務省（第6回．（1952）一一L－25回

　　、．q97・〉・〈3？9・．・23－G・3≧〉涕26回（・972）一・〈A・59－9＞｝

　，総会の毎会期終了後刊行される。総会における議題毎の審議羅過と結果を記して

いる。竹野塵の審議説明は次の樺な順序でなざ塾ているg議題の採択から始まり，

各委員会；及び本会議の審議概ej、　1決議そしてわが国代表の証言要旨をも紹介し一（い

　る。なお，毎会期，上下の全2巻または上中下の全3巻で刊行されてbるが，上巻

　㊧巻末にぽ付録として国隣連合総会が採択レた主要洗議の一「覧（決議毎に議題決．．

議略称・決議骨子・奉決月目・平臥結果・わが国の投票・決議No・が一覧になっ

ている），、また日本の首席代表の演説内容（日本文）．がある・　　　　　、

’9）　Statements　delivere’п@by．delegates．　of　Japan　during　the　m　regular　session　of

　　，　the　General　AS．senibly　’of　the　United　Nationsl一　12th　Sessiop（1957）一　，／　Aripual．　’

　　　Tokyo，　Ministiy　of’Foreign　Affairs，　United　Natioris　Bur’eau．　（A159－45＞　．，　’

　一’tu連総会各会期における日本代表め全ステrトメント（英文）を収録膨た資料。

　’年刊6、

10），．　SubSi’di4ry　organs，established・bY　the　Geperal　Assembly　；　not，e’　by　the　Secretary’

　　　General．　New　York，　Ad　rtoc・　Committee・on　Subsidiary　Organsi．

　　　1980　．58’p，　（A／AC．202／1）

　　1977，11978」979年に会議を開催㌧た国連総会め補助機関のリ「ストである9機関「

tt

?ﾉ次の事項を表形式で掲載している。機関” n名称ヨ機関め義務設享年！，メソベ

　一・最：近O．栄務報告の’ドキ5メント記号・会議開催年。

　　総会下部機関の活動内容を知る上で便利塗資料で昂る。

・・）P・9・・i・a・ip・・f・h・srcr6…1…A・6・と’・6蜘dr　l・‘t恥ゆ・ti・P・鱒？㌃l

　　　ganizatiopi　of　the．Secretariat．　ReviSed’ed．
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　　Jan．　1974’，Looseleaf．　（STISGBfOrganization）　一．　．

　二連事務局内各機関の綿織と機能を詳細に掲載している。ルーズリrフ形体‘P資∫

料。

12）　Directory　Qf　libraTies　and　qocpme，ntation　centres　in　the　Unitbd　Nations　．．

　　　syste血，　Geneva，　United　Nqtions　Library．1979　71p．（Ptiblicatioris　”　series

　　　E：　Guides　and　studies－N6．1）　’Sales　No．：’E．79．1．9

　　国連，その専門機関，ガット，国際原子力機関に所属する図書館や資料センター一，

　のダイレクトy一。’各々次の事項を掲載pている。機関名，．アドヒろ・電話番号，・

・館長名2入館資降開館時間，サービス内容ゼ蔵書数，採用している分類体系，閲

　覧目録の種類，’職員数，主な出版物（定期刊行物），そめ他。．　’

13）経済社会理事会の事業　第29～44回　外務省国際連合局　196Q～1969

　　　（329．／236－Kp548　k　2－G）　’

　　毎会期の審議の概要（議題毎）および採択された決議（英文）を掲載している。、

14）エカフェ〈国際連合アジア極東経済委員会〉総会報告　16回（1960）一　外務省・

　　　昭和35・・一〔注：31回（1975）以降ESCAP〈国際連合アジア太平洋経済社会

　　　、委員会〉報告書と改題〕（DC141－5＞

　　飴興審議の腰（議題毎爾）’およ証文常る三軸餓三代麹発言
　内容，’採択された決議集を掲載している。

15）pカブ4　20年Q歩み　国際甲乙　社団法人日本rpカフェ’協会訳；刊・．

　　（ECAFE－twenty　’years　of　progress．，　United　Nations．　E／CN．　11／766／Rev：　．1）

　　エカフェ（アジア極東経済委員会）め三二20年間にわたる活動を紹介し7今後の

活動の方向づけ1ご関するエガフキ事二筋の考え方を示唆して∀・るq本書は原書の第．

　1部を訳出したもり。原書にはないが，次のものも訳出掃回している。エガフェの

蠣』薮獄謙灘貼汐甲州と議長嘆ゆ

16）　Repertoire　of’the　’practice　bf’the一　Seeurity　Council　1946－1951．

　　　1954　’　514　p，・　（STIPSCAII）　・’．

Sqpple皿ent　1952－1955．1957

．Supplement　1956－1958：　1959

Supplement　1959－1963；　1965

Salgs　No．E‘65．VIII．1

Supple皿erit　1964－1965．1968・

Supplement　1966－t968　1971

Sdpplement　1969－1971，　1．　976　．

180p．　ST／PSCAII，IAdd．1　Sales．　NolE：s7．Vlr．1

200p，　S’e／PSCAII／Add．2；Sales’］Nlo．E．59．VII．1

348P．　sTIPscA／1／Add．3　and　Corr．1／Re∀．1

238p．　’　STIPSCA／1／Add，4　Sales　N6．E．68．VII．1

258p．’@STIPSCA／YAdd．5　Sales　．　N’o，　E．71，VII．1

246p．　ST／PSCA／1／Add．6　Sales・NoLE；76．VII．1
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　安全保障理事会が採択した諸決定，その審議概要および憲章：各条の適用例を集め

たもの。

．1！7）1967年中雲州保障理事会の審二二要外務雀国際連合局　1968123　P（A159－3）

　　1972年の安全保障理事会審議概要　外務省甲州連合局　1973　（A159－3）

　　何れも各々の年度の安全保障理事会（安保理）における審議の概要，議題一覧，

　安保理理事国一覧，採択きれた決議一覧が記されている。

　　〔注：1967年と1972年；日本は安保理の理事国であった。〕・

18）’UNDP：　What　it　is，　what　it　does，　how　it　viorks，　why　you　should　care．

　　　1970　（OPI／415）

　　国連開発計画（U・it・d　Nati…Dg・・1・pmg・t　P・・g・amm・・UND？）は発展途

　上国の国民のたあに栄養住居，雇用，収入，教育，消費物資，』公共サ」ビス等を

　供回するこξを支援したD．，発展途上甲で生産され，世界的に需要がある商品，’原

　材料，製品の生産を増大させ，また必需品の貿易によって発展途上国が公正な収益

　を得ることを確保すること等の援助活動を行っている。1965年，国連拡大技術計画

　（1949年創立）と国連特別基金（1959年創立）が合併して誕生した。・国連におけ

．る，この分野の唯一の機関である。本書は国連開発計画のあらましを質疑応答の形

　で説明し，実際た現地での個々の活動について幽幽薗が参加するに至った経緯，実

　際の作業状況とその成果について概説している。　　tt　tt　．　　．　’

　　〔翻訳：国連開発計画一Why，　What，　How，　Where一国際連合広報センター

　昭和5163p）

19）　RegionalX　structures，　of　the　United　Natio－ns．，

　　　U．N．　Economic．and　Social．　Council．　New　York．　N．Y．　1976　（E／5801）

20）The　work　of　the　Intern’ational一　Law　’　Com皿ission．

　　　lst　ed．　1966　168p．　（A159－64）；．　2nd　ed．　1971　243　p．；　3rd　ed．　1980　，

　　　325　p．　’（A159－224）

　　国際法委員会（ILC）の全般的活動を紹介している資料。’まずILCが生まれる

　までの国際法の発展と法典化活動の史的概要；ILCの組織，計画，機能；ILCが

　今迄に処理した問題（1：LCTが最終報告を提出した問題），現在検討中の問題の紹介・

　が記されている6また巻末には補遺とし七次の様な文書の本文等が記されている。

JLC規約，　ILCの過去と現在のメシ・ミ」，　ILCによ・って作成された宣言1コード，

　条約，規則等々の草案；ILC．で検：討され，国際連合り援助によっk締結さ粋だ多三層

　間条約，そしでILCが刊行した市販刊行物の：一一一4覧。．’

121）　Three　deca‘d’es’　dfthe　United　Nations　E60nom｛c　Commiss’ion　for　Europe’：
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　　Geneva，’　Econ6niic　Commission　for　Europe．

　　197927izp，　S。les1　N・．甘，7瞬E．5（E／EcE／962）．

　30年間のヨ・一　tiッパ経済委員会の活動概要を記したもの。，活動は降済・環境・交

通等．といった活動分野別に記され，各々に関連レた「EC耳刊行物を脚注に記してい、

る。な爵，．巻末には；ECEとその面素機関の血忌のワうしE（）Eが結ん斧協定・．

条約1擦i面し準決議や勧告を掲載する資料め一覧・・そして最恵に・1967年から1978

年迄に刊行されたEC：E・刊行物一覧が掲載されている。

22）　Annual．　rey．iebu　of　United　Na．tipps　affqirs，　1949一　Annual　．．

　　　Pobbs　Ferry，．N．IY’，　Oceana　？ublications，’：lnc，　（A159f80）．．’

　　国連の年間の活動の成果をレヴューした資料。国連事務総長の年次報告，総会や

　経済社会理事会7．t安全保障理事会，信託統治理事会の公式記録岡連刊行雑誌等を、

　参考たして活動を評価している。‘

23）　．A　churonglogy　and．fagt　book　of　the　United　Nations　19．41－1976．　．

　　　Cham6er！in，　Wa！do，’et　al．　Dobbs　F．erry．，　N．Y．，．　1976　’　’　302　p．　（A159－216）

　　　1941年8．月14日・’木西洋憲章から始京り・1976年迄の国連の主要活動の年表・．・そ

　　のほか国連憲章や国連総会の議事手続き規則の本文等も掲載されて▽・る。

＜事例＞

　1）現在迄の特別総会の開催年と三二議題について

　　第1回：’・947（パレスチ痛題）；第2回・1948く・麻チナ問題！；第3回・1961

・（チ・ニジア）・第4回・・963（騨問腫）・第5画・・965（平和繍ブ・ピア）・

第6回：1974（資源）；第7回；1975（二丁）；』第8向：1978（レバノン暫定国連軍

・の繊分担）；第9回・1978（ナミ．ビア）；第io回・1978（軍縮）

．2）　国連が主催する国際年を知りた1‘．）。’

　、1959／’60（難民）；1・　1965（国際協力）・；．1967．（観光）；手968（人権）；：．1970〈教育）；「

．19．71（人種葦別反対）；1972（図書）．；’　1974　．（人口）；1975（婦人）；・1978／’79（反ア・

　パルトヘイト）；ig80（児童）；1981（障害者）．1　　　　　　　　　　　｝

3）＊国連シズテム内機関間またほそれと特定囲とで結ぼれた協定

国連

　Agreemept　between　the．，United　Nation．s　and・　the　Uhited　States　of’，　America

　　regqrding　the．　Headquarters　of　t．he　Up」’ted　N4tionsi，．26．June　1947，　Article・

　　VIII，　Sectiop　21・．（United　Nations，　Treqty　Ser（．es，．．1，　No’，，　1　7，　Vol．　II）．

　Agteemerit　between　’the　United　Natio，ns　and　Thailand　’relating　to　’the　Hgad－

　　quarters　of　the　Economic．Cornmissipp．for　Asla　and　th．e　Far．East　in

　　Thailand，　26　May　1954，　Article　XIII，　Sectibn　26　（United　Nations　Treqtpt
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t　t

　　　　　　　　　・品物5，1，No．37Q3，∀Q1．260）　　幽　　　　、　　　　　・’　・　　’　．

　　　　　　　　Agr『ement　l）etween　’the　United　Nations　and　Ethiopia、regarding　the　Head・

　　　　　　　　　　qua玩ers　of　the　United　NationS　Economic　Comlhission　for　A丘ica，18　Jun6

　　　　　　　　　　1958，Article　IX（Uhited－Nations　Treatyβeries，1．　No．4597，　Vol．317）

　　　　　，　Agreement　一betWeen　the　Uhited　N．　ations　and・Japan　regarding　the　Headquar一

、　　　　ter＄of　the　United　Nations　University，、14　May　1976，　Section’22（United

　　　　　　　　　　Natiops，　Treaty＆g万85，1，　No．14839）．　’　，　　　　『

　　　　　　専門機関，

　　　　　　．　’Convention　on　the　ptivileges　and　immunities　of　the　specialized　ag臼ncies，

　　　　　　　　　　approved　by．　the　General　Assembly　of　the　United　Nations　on　2．1　Novem．

　　　　　　　　　　b・・：1947，A・ti・1・VII，　Secti・P　24，・nd　Arti・1・．IX，　Secti。。24，。nd

　　　　・　　Article　I；X，　Seとtion　32（United’Nati611s，　TreatOr　Series，1，　No．521，　Vol．

　　　　　　　　　　33）　　　　　　　　t1．

　　　　　　局

　　　　　　国際労働機関　　　　、．’　　．．　　　　　　　　　　　　　 　　　　＿

　　　　　　　　Agree卑ent、betWeen　the　United　Nations　and　the　International　’　Labour　Or一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ち　　　　　　　　　　ganization，　apPrQved　by　the　General　Assembly　of　the　United　Nhtions　o11

　　　　　　　　　．14　Decemb・・1946・、A・ti・1・・IX「（U・it・d　N・ti・n・，　T・q・tN　S・ri・・，　II，　N6．

．　　　　　9，、Vo1．　i）．　・　　　　　　』　　　　、　・　　　　　　　　　　，　　　　　　！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　覧

　　　　　　国連食糧・農業機関　　　　『　　　1　　’　　　r　　　，　『　’

　　　　　　　　Ag・erm・nt　b・tw・e・・h6　P・it・d　N・ti・n・and・h・F・・d・nd　Ag・i・ult・・e．0・・

　　　　　　　　’ganization　bf　the　United　Nations，　apProved　by　the　Gen6ral，　ASs6mbly　of

　　　　　　　　　rthe　United　Nations　on　14　Decehiber　1946，　Article　X（United　Nations，

　　　　　　　　　　Treaty　Series，　II，　NoL　10，　Vol．1）　　　　　　　　　’・　’　．』

　　　　　　ユネスコ　，　　　　　　層　　　　’　ゴ　　　　　　，　　　　　　　　

　　　　　　　　Agr．eement　between　fhe　United　Nations．and　the　United　Nations　Educationa1，

　　　　　　　　．Scientific　and　Cultura10rganizatio11，　approved　by　the　General　Assembly

　　　　・　・f・th・U・it・d　N・ti…、・n　14　Decemb・・1946・…evi・ed・nd・pP・・v・d　by

　　　　　　・rthe　General・ASSembly　Of　the　United　NatiOnS　bn　8　DeCe皿ber　1962，　ArtiCle

　　　　　　　　　　X（United「Nations，　Treathr　Seナies，　II，　No．11，　Vol．1，　General　Assembly，

　　　　　　　　　　resqlution．1786（XVII））．幽　　、　　　・　　”　　　．

　　　　　　　　Agreement　between　the　United　Nations　Educational，　S¢ienti丘。　and　Cultural

　　　　　　　　　　Org4nization　and　France　regarding　the宜夢adquarters　of　Unesc6　and　the

　　　　　　　　　lP・i・il・g・9・nd　im…i・i・・6f・h・O・g・ni・a・i・4・n　F・e・・h・erri…y，・2　J・ly

　　　　　　　　　　1954，Article　29（United　Nations，　Treaty　5θ廟3；1，No．5103，　Vo1．357）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　φ　　’t　世界保健機関tt　　　　　　　　、　　　　

　　　　　　　　Ag・eem・・t　b・tWeen・he　”U・it・d　N・ti・n・．and・hr　W・・ld、　Health　O・ga・i・ati・n，

　　　’　　　apptovqd　by　the　General　Assembly　of　the　United　Nations　on　15　November

　　　　　　　　　’1947・A・ti・1・X（U・it・d　N・ti・n謡・丑瑚蹴…II・・N・・115，　Vp1・ユ9）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　一勿』．．・．・　　’

　　　　　L、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　　　　　　　㌔

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　亀　　　　　　　　　　　ζ
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国際復興開発銀行・国際金融公’社・国際開発協会　　　・

　　Agreement　betweell　the．United　NationS　and　the　International　Bank　for

　　　　Rec。n…u・・i…nd．D・v・1・pm・n・，・pP・・v・d・by・th・G・n・・il　’　Assembl・・f

『　　the　United　Nations　o1115　November　1947，　Article　VIII〈United　Nations・

　　　　　TreatOr　Series，　II，　No．109，　Vol．16）

　　　Agreement　on　relationship　between　the　United　Nations　and　the工nternational

　　　　Fi。。。。e　C。，p。，ati。n）。pP・・v・d・by・th・　G・n・・a1　AS・embly・f　th・U・it・d

　　　　N。ti6。，。n　26　F。b，u。，y　1957，『P。，ag・aph　1（U・ii・d　N・ti・n・，・T・・aly　Series，

　　　　II，・No．546，　Vo1．265）　　　』　　　　　　　　　　’　　　　　　　，　　．

　　　Ag・e・m・n・．・・p・el・・i・n・hip　b・・ween・h・U・it・d　N・ti・n6・・d・h・1・t・・n・ti・nql　・

　　　　Dev610pment　”　Association，　approved　by．the　General，　Assembly　of　the

　　　　United　Nations　on　27　March　1961，　Article　1（United　Nations，　Treaty

　　　　Series，　II’，　No．582．　Vo1．394）．　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

国際通貨基金

　　『Agreement　between　the’United　Nations　and　the　Intern皐tiρnal　Monetary

　　　　Fund，・pP・・v・d・’by・h・G・n・・al　Assembly・f・h・’U・i・rd　Na・i・…n・5

　　　　　November　1947，　Article　VIII（United　Nations，　TreatOr　Seriess　II，　No．108．

　　　　　Vol．16）　　　　・　．　　　　　　　　　　　・’『

国際民間航空機関

　　　Agreement　betweeh　the　United　Nations　and、出e　IIlternational　Civil　Aviation

　　　　　Organization，　approved　l）y　the　General　Assembly　of　the　United　Nations

　　　，on　14　Dec6mberユ946，’Article　l　X（United　，　Nation．s，　Treaty　Series，　II，　No．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■

　　　　　45，Vo1．　8）、　　　、

　　　底greρ田・n・b・・w・¢n・h・1・…h・・i…1Ci・i1　A・i・・i・n・士9・・i・a・i・n・nd1C・n・d・　・

’　　regarding　the　Headquaぎters　of　the　Organization，14　April　1951，　Article

　　　　　VII，　Sectioh　31（Uhited　Nations，　Treaty　Series　I，　No．1335；Vo1．幽96）

国際電気通信連合　　已　“　　　　　，　　　　　　一　　　、　　　　　　　　　、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に
　　　Ag・eem・n・b・twe・n・h・U・i・・d　N・・i・…q・d・h・1…m・・i・n・I　T・1ec・m’　一・・

　　　　　munication　Union，　approved　by　the　General　ASsembly　oξthe　United

　　　　　・Nati。n，・。n　15N。v。mb。，1947，　A・ti・1・VII（U・it・d　Nati・n・，％・・妙蹴・・，　L

　　　　　II，　No．175，　Vo1．3Q）　　　「　　　』．

世界気象機関　　’　　　　・　』　’　　　．　　　　’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ツ
　　　Ag・q・m・nt　b’・tweep　th・　’U・it・d　N・ti・n・a・d　th・W・・ld　M・t・…1・gi・al　Or・

　　　　　9。ni2。ti。n，　apP・・v・d・by・th・G・n・・al　AssemblY・f・th6・Unit・d　N・ti6n・・n

　　　　’20Decemb。。1951，　A，ti。1。　VII（U。it，d　Nati・n・，　T・・aty　8・甑IIジ

　　　　　No．415，　Vo1．123）　　，●　　　　　　　　　　　　．

　政府間海事協議機関一　　　　　　　“　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　，　　’

　　　Agr．eement　between　the　United　Natiohs　and　the　lnter－Governmental　Maritime

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　』23一



卜

　　　　　　　　　Copsultatiye　OTganizati．gn，’　approved．　by　the，　General・．Assgrpbly　．of　the　United

　　　　　　　　Nations　ori　18　November　，1948，・・e’ntered　 into　・fbrce　on’@13’ DJanuiary　’1959，

　　　　　　　　　Airticlg　IX’　（Unlted　Nqti6ns，　Tredty・．Serie．　s，一’II，　No．　5s3，　Vol．．，　324）

　　　　　’世界知的所有権機関・．　一・』　　　　　　　　　　　　’

　　　　　　”・’　Agteement’　b，　etwee4　the　Uniitdd．　NatiPns　and’　the　World　lptellectual　ProPetty’

　　　　　　　　，Qrgap　izatlon，．’qpproved bY’the　G．e．neral’　INssembly　of’一the　United　Na．ti　ong

　　　　　　　　購畔197雪岬1・’2聯繋OnS凋噸．II’・

　　　　　　国際農1業開発基金．．．　．．・　　．．、．・．．　．．’．　　　▽．．．・1．1一

　　・　　　Agrbeme’nt．betvψeen．もhe　United’　・　Nations．and　the　Internati6nal　F叫d　for．

　　　　　　　　．／Xgriculgurql／Develo’Pmeht，，　q．pprove．d　by　the　General　Assembly　of　the

　　　　　　　　’United　Naeiohs　on　15　Decerpbet　1977，　Article　’Xill．

　　　　　　国際原子力機関

　　　　　　　Agreemerit　c．opcerping．，　the　relatiori’ship　betwe．en，　the Uhited　Nation＄　and

　　　　　　　　International　，　Atomic　’Energy　Agency，　一ap，prpved　’by　the　General　Assembly

　　　　　　　　of，the　・Upited・Nations　on　，14　NoVembef・　19．57，．　Article　X　（United　’Nati6ns，’

・’
黶C
@Trea，ty．　S，erie’sll，　No．・548．，　Vol．　，2／81）・，’．　．，　

　’@，1．．　．　’，’

　　　　　　　Agreerpent　Qn，the　priyileges　and　imtngnitie．s　o．f　the　il’pterhational．　Ato．mi［6

　　　　　　　　E・rrgy　A・・n・y・．ap・r・v・d・’by・h・B・a・d・f　G6y・・⑳・＄つf．・br．Ag・p・y・n：1

　　　　　　　　1J・1・，1959・・A・tirl・．X・Secゆ341（Uhi・e，d　N・・i6・・；野ゆ5吻1・．N・1．

　　　　　・．　’53．34，，　Vol，　374）．，．，　．　．，　．　，，．，’．　・　．・．

　　　　　　　Ag・eem・・t．b・twee・．the　lp・噸・n・1’A・P・li・．．’耳h・・gy．A・・昇ρ・．．・nd・・aq・．

　　　　　　　　’Lebanon，　LibYa，　Tunisia，　United　Atab　Republib，，etcL，　for　th6’　establishment

　　　　　　　　・’in　Cairo，’og，・，a’．Middle　Easggrn　lregional一，radioT．isf　tope　’centre　for　thg　・Arab

　・，，　・　一　countries’，　qpproved　by　，the　Boat　d・・of　Governprs　of　the，Agency　on　14

　　　　　　　　？／／lle／／gb4，　e）r　’i9627’Articlg　X．Vi　（Ynited’　N4q’・ops？1．／Treator．Series．，　i，　Ng．　723，6・，．．　．

　　　　　’．｛饗国際司法鮒所鱗1…r…i・・11　．，C・・；t・f・J・’・Yi6・yea・b・g≧三三・

　　　　　騨騨さ漁｝うr『．・＿’，r・．tt．一’‘．．．．．tt．．．己．、

　　　．，4＞．国際商取引法委員会．（UNCITRAL）についで知りたい。．

　　UNCITRAL　’は国際商取引法（国際貿易に関す筍法律）の調和と統一をはかる

ことを目的としている．。1966年12月17目，．総会た．よって面立され，．1968年より活動

燗論証そ磯能は論敵夢1法珊で活物て・・る国画関の作業を調整レ
鳩．すで噸回し姻二条継の参力・を促進し遼畑儲取引に関連した新レ’

嘱麟約や靖を越する・ことで痂・．三内四ついて．敵の酬に掲鞘れ
ている。’．

『．騨の面面厩舎の．e、的と灘．｛」’聯嘉．準構法務（57）・．ユr67．’

　　　　　　　，．　・・　．・．　．，．．　t，　24　一i　1　・，



　　三三三二三脚めて紹介した三三同委員会の設立蟻（総会）・を織

　している。

②・UNCITRALの十年一第1期の終了とその総括一．曾野和明．国際商事法務

　　　7：　pp・　214－v222　・．．　・，．　，，　，　，　．．　．．　．．，

　　　同委員会の過去＋輔の活辮果（国二三売買，国際翻中裁・国際決済，．

‘国際海運立法）を記し・そのほか・UNCITRAL・につい1（調査り方浩（邦語文献

と嘩三訂よ三三灘分けて）セごついて論及している・．こ禰国旧事法

tt
､究の有力な手がかりが得られる重要な情報源である。．、．，

　　第二活動期に入うたUNCITRAL一新しい作業計画と将来の予測r

　　　9野和明国際三法務7、1・PP・278－y284　　．　パ

　　国際淳合の基礎知識

　　　国際連合広報センター，1980．194p’

　　　本書の143～144頁にUNCITRAL．の設立目的，・機能，活動内容を平易に鯉

・回しそいる。

　　The　structure’　of　the　United　Nati6ns　Genetal　Assembly　Vbl．　1　pp．　130ttN・

　　　1313．　Finley，　Blanche，　Dobbs　Fgrry，　N．Y．　Oceana　Publicqtions，　lric．．　1977，

26）国際連合公債（United　Nations’　Bond）の各国の保有七三を知りたい6

　United　Natioris　’fipanc’ial　rePort　and　accounts　for　the’　bienniuni’．1976－19，77：

Repdrt　of　the　Board　of　Auditots．・　Vol．　1　（Gengral　Assepably，　Official　regords’，

’33rd　Session，　supplement　No．5　・pp；　80～83　A／33／5）た掲載されている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“　．

』27）国際連合大学についてめ資料「v

鷺謡饗飛緯認みと騨ρ四一＝聯騨文化局・一

　　　国運大学の誕生とその性格』三三運営，研究分野とその方法・わが甲との関

．三等について平易に解説している。，・

　　Report’．of　the　Couneil．　gf　the　United　Nations　Unive’rsity．　．Sessional．　．（General

　　　Assembly，　Othcial　records　．　一Sessiori　s　Stipplement　No’．一）

騨大学灘の経管Y・arb・・k・f　U・it・d　N・ll・nsの次の四郷ζ記さ派

いる。・、一1969：pp．’591～ダ1970：pP．648～』；・1971：pp．488；1972．：pp．517～

28）拒否権廃止に関する各国の発言を知りたい。

A．na’lytical　study　submitted　by　the　Secretary－Ggneral　・．pu’rsuant　to　General

Assembly　res’olutign　・3499（XXX），　Special　Committee　on　the　Chatter　’6f　the’

　（Jnited　Nations　and　on．　the　Strengthenin．　g　of　the　Role”of　the　Organization．

　ユ976PP．’44～52’「（A／AC．182／L．2）に掲載きれて㌧・る6　　　　　　　　　　・

ぬ25一



1．・4・．儲会議．冠』凱．「．1．．∫．ゴー■．．『』．．．・一『．1．

’〈．資料〉

　．．Q・、．．μBt　6至．s≒皿inaτsゴ減udy．9roup・・e糞pert．芦r⇔ups・βympbsia　ahd　wgtkshoPS・．・

　　　　　，　helq　unde；・，　the　United．　Natiops　’auspices，　．．1946r　1969・　1979・1　’　2Q9　p・’

　　　　　tt（STIG暉v岬B／串ER・BIR・f・　3）t　tttt　tt．　・t．♂．．’　　，

　　　　　．・9尋6年から・9畔豆に国際連合の主催で同趣たマ・ミ．ナー・　’・　・・シポジ・一・

　　　、ムおよびワ÷クジョ・ッデ等の刊行資料の写録であるel内容は2蔀に分かれ，第1

　　　部畷料駐懸軍名φア1・フ・ド・．耳順に・．また第四嘩三冠三三頒

．〈垂1臥搬騨を撮し認識1瑚嚇・
　　、’．．国連で開催される会議の；覧ぽ塑るか。　、，－．・

　　　　総会内の平時委員会である今議委員会ふら毎年，～匁）タイトルで今議く次年開

　　　催予定〉め一覧が刊行されT〈Vlるb（例）．Revised　calendar．　of　cgnfeギen『『s　・and．’

　　　rpeetihgs　pf　the　Unitgd　Nations　for　1981　；　potg　by　ithe　Segtetatiat．　1980　61　p‘

　　　・〈＊A／AC．172／44），　’　一　．．i’

’1蒲：．今／i　9一　・’71／は会謡言撫m’til∵1唾ln岬三舞‘

　　　　　　　　　　　　ノニ　　じ　　　セ　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　ヒ

’．1．．5．’

?c集．＼・．’．』』、∵．

1〈資劉∵．．詰．，．1ン㌧．賦．．幅1．∫．．・冠・1』．r・∬．．

　　　．1＞R・s・1・伽・．・d・pt・晦th臼．　G・nρ・a1：AS・emb1ゆ・i・g．its．S細n・1．946一・．

＿搬轡1，岬llyρ面面ケ　1鄭．1”PP’興∵

・2）u・i・・d．．N・・iQ・s’・r・91・・i・h・・．S9・ie・・Re・・1・・i・h・．． ﾏd・P・rd・，．b・・．　G・ne・al・

　　　　　　．謙1欝；騨脚yl？畔織’噛1騨．
　　　，3）．pi・a・m・鱒・・9・61・・i・早・ad6P・・d　b・・耳r嘩neral傘ss6m戸1・、1946二1976・1白77

　　　　　　・（鱒ρ・・87／29）・・臼78一・98・．・・98・．．・85』P・（A！AC・．2・5／3）．．．．

　　．・4）．R…1・・i・n・・n・ap・噸d記6P・・d一［・by’　U・i・ed　・Na・i・n・G・P．・Tal，　A・1・mbly’．i・：

　　　　　　（Year）．1974痢．　A4nual．①N℃entre．　Against　Aparthei’d，　NQtes　a・1d．　docu一’

　　　，　　nnentS，　Nb．1／75，ち／76　and　36／7βetc．）．．．．・・．．’　．、．．、．、

　　　・5）S・血ere・・lgt’・n・・f　th・U岬』培⑳r　r61・1・d重ρ夕outh4973

　　　　　　（STIFSAISD／喚・3）「　、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．一安全保障理理会一．．

　　　6）．・Re・繭・n・a・d．d・・i・i・n’・？f・h⇔S宇・⑳C・un・iL．．lg46一　A・岬・．（『e・晦

　　　　，．・N’：：．’C・u雌。髄1．・re・・；d・・，sqpPle’血・n・N・・‡．・s／RES／∵∵∵）．．．、、・

　　　7）Resqlutibhs　and．．　d俘cisions　of・the　Geneyal’Asse加bly．and　the”　’Secutity

’一一一一 @26，　一一；・

r



沼．コ．源．『．．恐．1湯㌘鉱．賦：沼づ謬｝il

．1繊1）黙1罪∵∵．llllヨ
　　　　　　　　．s）　’E・g．ゆ’・a・d・s・・’al．　C6・n，・’1・．Rr合・1・tlgnSi・hd　ded・’・n・・！g46，一sgss’onaレ

・錦盟邪雲紳’1’．recgrds樫s’0∵．1ド．’

　　　　　　　　9）’　Compendfum．’　of　resolutions　’adopfed　by’the　United／　Natibns　Econoipic’Corn一

　　，L　’．　misSion　f6t　Africa　from’the，lst一　to・　the’8thl　Sessions，一　1958r1967・　1967

　　　　　　　　　　　　　（E1ρN・14／poc／2／Add・12）■．…’・．1．

　　　　　　　iQ｝c膿獅謂’翻rl謙驚s f　the’耳cgnlm’c　goゆrslQnfo「1

　　　　　　　・1）C・mb・riai・甲・f　．re・，。1・・iφ…ξ・h・孕CEエ・1ah4．・Tτ即・p・t・I　Cr角皿it・・9・nd’

　　　　　　　　　　　　　its　subsidiqrY　bodies．・1973　（EtECE／TR／ymlS／7）．．　’・，．，．／．’　，．．’．．．　．’　’

　　　　．　1？）．　ComPilatio｛　．ot　Ecopomic　ap．d　．Spcial．，Cdqricil・Laqq　．Gerigrql．Assgmbly　resoly；．

　　　　　　　　　　　　　tions　・on．　I　UNICEF．’　．1970　（E／ICEF／Mi＄gi175）

　　　　　一　13．）　．ReSQIgtioP，s・adoPted　by　the　Econorpic　’Corpmissig，n，，for’Latin．　Ame’rica，　The’

　　　　　　　　　　　　　Com，mittee．　gf　the　Whglg，apd　the　Trade・　Co．mmittee？　・1948－1973．　2　vols．

　　　　　　　　　　　　　1973　（E／C．N．12／LIB／4）

　　　　　　　　14）　・Co！’le’ction　of　resolutions　of　th6　．General．，　Assepably　and　the　一　Economig　artd

謄』

　　　　　　　　15），　Trusteeship　Co．u，ncil，　，ResoigtionS’　（SessioR）．’　1947；’　’Sg＄siQn4L　（Trusteeship

「㌧．C・9・・’1・，Oth・’ql・e岬s・一ress’Qp・Suρ食1ゆt辱gρ・

　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　一決議票引一・．　　．　．．、「．．．．．．“『－

［，il’．・L／，’　，．．’，．・，，　16）　，lndex’　to　resQlutionsL　of，．the　’General　Assembly，：　・1946－197Q，，　，United　Nations

．ゴ　　D・9．　H・mm・蜘61d．　pibτ・・y即・w　Yρ・k・’・972L．P・τ・ユ・．N・m・ri・al、・1i…’

　　　　　　　　　　　　　・48・・（STILIBISER・H／1・？・・t．1）．　S41・・N・・72・1，3・P・rt．耳髄jec・i・d・￥・．

　　　　：”／i．　／　．　122P．　Sal’es，NQ．72．1：4　（ST／LIB／SER．U．　i？art，，II）　，・，．・　．　，　z，

　　　　　　　　17）Ind6x　to．　resQlutions、．of　亡he．Sgρut．ity　，　Cquncil，ユ946－1970．　1973・39主）・．．Sales

　　　　　　　　　　　　　No．73．1．16　（STILIBISER．H／3）　．i　’．．．　．i　，　．　．・　1　・　・．

　　　　　　，　，18）1’，Cumtilative　ipdek　tQ　the　resolqtions　・gf／　the　EcQnQmic　’anq’　．Social　Coundil，，

　　　　　　　　　　　　　・・tt6・・中Sessi6・・1・・lq・i・9・1・946‘・950・．ユ95・（sT／L甲／sER・P135）・S・p・

　　　　　　　’　・　’　．　plenient・．・T…12th　to　14th　sessions　in．clusi，vei　’1951－1952．　，〈＄T／！一IB／SER．’D／44）

　　　　　　49》．1耳d・x・…≒・1・ti・ps1．・f・h・．E・・蜘i・．・箪d　S・ci・1、ρ・血missi・n　f・・A・i・’　・pd

　　　　　；’　．・一　’，・　the・　Pacific，　lg47－lg78．　’　．一　’，，　t　．・　，，　”，　・，’，　・’・　／．　J

　　　　　　　　　　　　　P・r・ユ・N・甲・・i・aUi・t・？…2．・S両ec・・i・d・x’・　B・・gk・k・1979　37・・

　　　　　　　　　　　　　　　．（ST／ESCAP／LIB　SER．B／1，．　Parts　I＆II）（ESCAP．Library，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一　27．　一一



　　　　　Index　to　，tesolutions，、No．1）．SaleQ　No．　l　E．80．ILFr3，　Parts　I＆II．・

　　　P・・切回C・mp・・di・m魔・e・ρ1・・i・n・・．1979275　P・s・le・．N…E・80・II・F・3

　　　　　Part　III（ESCAP　Library，1珠dex　to　resolutions）

　　　をヒ　　・　　（sTIEscAPILIBISER・B／li　Part　III）・、tt　「9、

2・）エ・d・k’・t・・e・．・1・・i・n・and’・瞬d6ρi・i…．・f・　・h・U弁i・・d　N・ti…C・nf・r・・ce

　　　　6nl　Trade　and　Development　and』・of．the．Tra4e　and．　DeVelopment　1　Board，

　　　　1964r1972．．19731Sales　No．』：73．1．5．（STILIB／SER．H／2），

・21）　CμPaulative　i4dex　t6重he　resolutions　6f　the　Trustp『ship・¢ouncil・lst、　to　loth

　　　　・essi・n・i・・1・・i・・，．．M・・ch　1947－Apfi11952・19昏3（STILIB／sER・D／45）

〈事例〉　　　「　「’　・

　　国連で採択された決議の弗訳二覧または索引があ亙か。

　　　日本語による索引はないが，国連総会部よび安全保障理事会で毎会期採択された

　　決議嫡外務省丁半連合局が刊行する、（毎会期終iT後）「国連三三シリーズ⊥の」つ

　　として刊行されている。．それぞれ議題番号，深議略称，決議の骨子（要旨）・黍三月・

　　目，表決結果，わ炉国op投票ジそし七決議番号が記されて斗・るg〔例〕第32回嗣連

　．．総会決議及び1977年安保理決議一覧表1昭和53　（国連情報．No．303）

　　　なお同・じ内容のものが「国連総会の事業　上巻」に掲載されてい6。（第25回総

　　会以後，そしそ第29回総会以降ぽ安全保障理事会決議も併記されている）1

1・6．事務総長・．

〈事例〉　一t

　　国連事務総長のステートメ．ントを調べたい。’

　歴代事務総長のステートメントは次の資料に掲載されている。　　‘　　　　、

．Public　papers　of　the’　Secretarie．siGeneral　of　the　・United　Nat’ions，

　　Cordier，　，Andrew　W．・　ahd’Harreison，　，　MaX．’，　New　Y6rk，　Columbia’

　　UniVersity　PresS．　’1969－1977’　（A159－168）　・

　　Vol．．　1　Trygve　Lie：，1946－1953．　1969．　535　pL

　　Vol．　2’　Dag’Hammarskjold：　1953－1956．　1972　716　p．

　　Vol．　3　Dag．　Hammarskjold　：　1956－1957．　1973　’　729　P．

　　Vol．　4　Pag　．Hammarskjold：．1958r1960．・　1974　’659　p．　，

　　Vol．　5　Dag　Harri’marSkjold：　1960－1961．　1975　592，b．　，

　　Vol．　6・U　Thant；　1961－1964．　1976　’708　p・・　．

　　Vol．　7　U　Thant：　1965－1967．　1976　633　p．

’　Vel．　8’U’Thant：1968－1971．　1977’　709　p．・

　なお総会や3理事会の会期会議でのステートメントは会議議事録，（総会端よび琴

蘇三脚会は木会議講速記録経棚田理事会麟事騨）三三される・ぞ

七てこれらの掲載個所の検索は議事録索引が使用される。．　．　、．一s
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1．7－総ﾛ二合］職員

く資料〉　　．　　 　　・　　　　　　　　1　…　　　　　　　　　　．

　1）　United　NationS　’　system　of　brganization；血embers　of　the　United　Nations，　the

　　　　Specialized　Ag6ncies　and　the　International　Ato血ic　Energy　Agency，　and

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　　　　C・n・・a・・i・gP…i・・tg・h・G・n・・al　Ag・ee血…6・・Ta・iffs一　・pd　T・ade　a・d

　　　　directory　of　senior　ofHbials．1980　　95　P’．

　　　　国際連合およびその専門機関，一国際原子力機関1ガットの上級職員名を記した

　　ダイレクトリー。機関毎に次の事項を記している6機旧名，その本部アドレス，電－

　　話番号，テレ’7クス番号・そして下部の各機関毎に職員名を記している6

　2）Who’s　who　in　the　United　Natibns　and　related：dgencies．

　　　　Cordi6r，　A．W．，　et　a1．　New　York，　N．YL　ArnσPress．1975785　p．

　　　　（A116－11）

　　　　国際連合，国際司法裁判所；国際連合協会世界連盟および国際連合に関連する

　　主要な非政府機関等の幹部職員’（生存している元職員も含む）1メンバー，各国政

　　府代表等の人名事典である。

　3）　国連機関における人事及び給与の問題点と対策　千葉正夫（元国連給与制度検討

　　　　特別委員会委員）　外務省国際連合局　昭和49301P（A166－7）・

　　　　国際連合とその専門機関に勤務する職員の人事問題と給与制度について述べて

　　いる。成績主義と地域配分の原則；恒久職対任期制；職員めカテゴリーの区分と，そ

　　の間悪点；公用語め問題；募集，採用および離職上の問題一機関別，等纏別採用者数

　　および昇進者数，機関別離職者数，各機関の採用の特色ム；’昇進制度と勤評の問題

　　一国連，その専門機関各々め特徴≧；給与制度（国連給与制度の史的発展一国際連

　　盟時代をも含む一，給与特別委員会り勧告の経緯：；俸給表の構i造；退職給与制度；

　　健i康保険制度）等々。筆者は1971年6月から’72年7月迄の間，国連給与制度検討

　　特別委員会（通称・給与特別委）ρ目室代表委員であった6

　4）主要困際機関の日本人職員名簿一1980年版一　外務省国際機関人事センター

　　　　1981　74p　（A112－176）

　「5）’インターナショナル・リクルートメントニュース　外務省国際機関人事センター

　　　　1976一　（Z2－698）

　　　　国連等，国際機関職員の給与代表例，職員募集要項（各々，機関名，ポスト名，

　　グンイド，所属仕事の内容，資格・経験，語学，勤務地，「任期，締切，公告）を

　　掲載している。

6）新たに国連職員になろうとし1（いる方々のために．山本忠　イ』ンターナショ2

　　　　ル・リクルートメント・ニューズ（69）：1980．9．30pp．1ん6

〈事例〉

　　国連事務局職員の国別，地域別の数について知りたい。

　国際連合総会が毎会期，刊行した次の文書に掲載されている。

The　questions　of　personnel：　Composition　of　the　Secretariat；　report　of　the

　　　　　　　　　　　　　一一一　，29　一一’



．．

re．cretary－General：　’／　．　．　・．”一’．

Ge…al・Asse・ribly・・23・d・essi・h　1968（A／7334）；124・h　S…i・・ユ96PくA／7745）；

25th　se＄sion　1970（A／8156）；26th．sesSion　1971（A18483）；27th　sessioli　1972

（A／8831　and　Corr．　1）　；　29th　Sessign，1974　（A／9120　and・　Corr，　1　and　2；　30th’

・essi？・・97s（A／・・184）一・．3・…essi・n・976（A13・ノ・与4）・r躍・essi・n・977』

（A／32／146）；’33r’d　se＄sion’1978　（A／33／176）　・　，　．　．　J

1．8・加盟・代表権

、〈事例〉、．

　1）国連およびその専門機関各々の加盟国数を知りたい。

　　　国津は毎年薯加盟国「覧（リ「一フレヅト，事務局広報部刊〉を刊行しでいる。．

　、そのほか，不薙期に、刊行される『国際連合の基礎知謙』（国際連命広報センター）

等に掲載されてV1・る・・また・U・i・・d　N・・i・ns　sy・・em・・．f。・g・ni・ati・n・’・nddi・e？

tg・y・・f・eni…年・i・1・・．N・w　Y・・k・　U・it・d　N・ti・…．1980’93P・には三三合

　ファミリー（専門機関を含めた関連機関）、．の加盟国一覧がある。「

12）　中国代表権問題の経緯について　・

　’①三連に嗣げる申国代黍権問題し　一㌧

　　　　国連時報：「（15）：1961．7pp．1～118』1・

　②・国連たおける中国代表権問題関係文書集

　　　　外務省・，195595P．．

　　　　　（鼠舞連合研究資料第4巻5号）’（329．3－G13k4）

　③・三連にお嫡る中国代表権問題一審議の経緯：と問題点「経済と牲交（5串6）：

　　　　1971．3PP．69～77）
　　　　　　　　　ノ
　④・China，　the　United．Nati・ns，、and　W・rld・tder．

　　　　Kim，　Samue1．．S　Princeton，　NeW．．　Jers俘yi　Pripce．ton．　University．Press．

　　　　19791581p．’．（A159＝218）．　1．　』「、’、

　　　　本文中0に国津総会におけ為中国代表権問題≒ついての各国の投票記録．（19与σ

　　・年から1976年迄）が記され｝ζい為。．また巻末には30Pにわたり，申継関係の諸問』

　　題を掲載する国連と専門機関の文書および一般図書の「覧がある。，

　．㊨　”Speeche＄welcd±ning　the　delegation・of　the　’PeoPle’s　Republic　of　Chiba　by

　　　　・hq’、u・i・・d…N・ゆ・．　G・neral・Assembl・　Pr・・idr耳・・pq・epギ晦・・i…gf

　　　　…i・u・c・unt・！・・at　th・．・pi・na・y　Meeti・g．・f　th・26th　S・s・i・P「「・f　th・

　　　　、U阜ited　Natio早s　Gen破al　Assembly，　November　15，1971．・Peking，　Foreign

　　　　L・Pgu・g・・P・eFS・1971158　P・（Aヌ『9－116）「

　　　　・第26「引総；会（1971年11fi　5日）本会議での総会議長，1各国政府代表による中

　　国代表を歓迎するスピLチを集めたもの。・

’一@30，一



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
　　　　　　国際連合総会における中国代表権問題投票記録［

年・．．・会期．黙認．農灘．．鱒と参獅
1950　，・　’5t，h’ @Sessi・　．　’59，　16　L　27’　．33一’］　’56　10　”　lndia．（A11365）．，・

1951　
　6th．．　，　St／ss．　．・．：・　60　，11　”，　18，　’37　一　62　’，4

・1952　’ Vth　，　＄，　essr．　，’　’ 　’60　．7　’　12　，1　’，42　，．　’7t／　”，　11　，i’

C

，1953．　8th　．’　Sessl・’　60　’10　．17　，一　44　73’　．’2　L’．　”，

’1954　．．　9th　’Sess．　60　’ P1　’18，　43　’　72　．．6

1955．　’@10th’@ 　Se．gs；　．　60’　1．2　・2Q’　42．・　70　．一・i6　，’

’1956　！lth：”　／Sess；．　，”　79　’　24　’　30　’，．’47，　，’／，59’，’・’8，，．

・1957　一 ，12fh　．　Sess．　1・，82’ C’ D27　33’　，’ S8，　59，．　1’6．．，．

ユ958．13th．S・S・・．．，．・8i、．1　281．35．44’　・54．．gl．．．．、

，19C5’9　14th　’／Sess．　．・82　29，，．．　35，’．’・．44，．　54　．．’9’．，

，’ P960，　．　lsth　Sgss，／　・，　98　，．　34　．．　35　．　，．　42．，　．，43，　 　”@22i

1961，一　16th．　X　・Sdss．　／’　104　．，，36．　，35．’　’，　48　．．’一46．／’．20 ．．，US＄R　（AIIt，36Q）．’．．

・’

P962．・．．17・h・’Sess・11・・4琴385615…2u＄sRく今／嘩）
．ユ963・18th’ 窒?刀吹E．‘1‡1．’．41’‘37．5751・．’13．描艶搬C欝遵3．

，／1964　，・19th　Sess．　114

，．1．？Q5／　．．29th’　’Eigsgl・　．．．’，1’1，一’，／17　H’，　fO・ ，47／’・ C40’

C，

@20，，．t／，i？illpi2，tili．　一．］）iati，ons．

1，，1．9・9，6．・．　i2，iSt．・　SgsS・・　，，　i2．1．1　4．61．・3ej・1，P7．’・，，’47’一，・・17’　・，（IAI？E？48，＋’．i．9AN’，，kte’：）nS一

／1967　，．22nd　’　Sess．’・　122　’45　’　37’　’，58　／　’48．　，　17　・．　Ylb，ta’rii4rl－lll　．N．a．tiqns

　　　．’，．．　，．’，’　’”．i　，’，．．　”　．．．．　’，．　1 ，　 　i　’ i．A／L・531　＆　Addrl），

滑llll．押．．塾．112◎・’144∴，5∵．∵含．織躍・柵，：
｝／i／1，，，，，／11．／／9，？．i／，　．，？41h／，．／Sgsf；．　’．　i16．・’．．，‘8　一，．’38’，／’　56．／，　4‘’1　，？，i．　一．5X？eez，t）i6　Natig．ns．・’

量器◎∵ltド’Sess’．・町賦与｝．40』「1　49i　’．39賦㌔即詰’7　，’　・Na‘’onl　1　，’

ilillllligiiiiiliiiliil一．ii・iili91・i．iSill；，．i，11・eillh．Llllllii・，．lli．．119，li，，1．，
11iii．i．．1・li・iiilli，11－iiii－ii17i’ii・．・llil．｝’liF，g．1’i？一i・iiil・1119i－i・i

　　　　．総会ボ毎会期刊行する総会．ドキュメ・ソ下，’イシブh・一メ．」ジョγシ’リ「ズA1’

　　　　INFI・‘一の中の1うに次のタイ‘卜．ルで刊行されている。　Co11eclioh　on■c6nt『ibutigns「

　　　　d・・i・g・he　P・ri・d　ryea・・坤・・t　t・・th・　S・，cre…y．．G・・⇔・ζ1二β5会肋一等は．、

　　　’”Collectibh’b’f　cohttibutiohs　during　the　Period　1　Januaty　to’15’S6ptember　1980’；

．轡lfμ1町G哩禦A／1聯1隅．1即1∵か1・



ら9月15日迄ρ分担鍔集状況を報告してし・る・

2）国連のコンゴ活動に関係してフランスとソ連の分担金滞納額を調べたい。

’　Annex　V．・　Summary　of’contributiohs　due　as　at　13　May　1963　（United　Nations

finan6ial　position　and　prospects；　report　of　the　Secretary－Gerieral．，1964　p．86）・

（AIC．5／974）に掲載されている。

1．10　国際機関（含む：専門機関）

〈資料〉”

　　1）　Yearbook　of　international　organizations．　Brussels，　Union　lnternational

　　　　Associations．　Biennial．　（A112－50）

　　　　現存する凡ゆる国際機関（1978年版は11，182機関）のダイレクトリ』。各機関

　　には次の事項が記されている。機関名，，、その住所，設立年，目的，組織，スタッフ，

　　使用言語，財源，『主な活動，会議（開催目的），主な出版物（逐次刊行物）そして

　　メンバー等61凡ゆる国際機関調査のための基本的ツーノpであ．6。

　　　なお新設国際機関の最新躊報は同じ機関が刊行する雑誌Transnational　associa一

　　．tiorisに速報される。

　　2）主要国際機関の概要一三11三一外務省国際連合局専門機関課1981．949p

　　　　（A157－3）

　　　　国連，その専門機関および国際原子力機関，その他の国隣機関（政府間機関）

　　各々の組織と活動の要覧。各機関共，機関名，その英文名，所在地，設立年，機関

　　沿革史・－目的・構成国名・機構・活動十干∫おが国との関係等が記されている。巻．

　　末の付表には国際機関略名表，tt国連機構図，「わが国の分担金拠出三等を掲載してい

　　る’。初版は昭和27年。1

　　3）国際学術要覧、日本学術会議事務局　大蔵省印刷局昭和549S4　p　（UA41－25）

　　　・国際学術機関995（非政府機関，政府蘭機関）の要覧。各機闘朱、次の事項を

　　掲載している。①和文・・欧文機関名略称，②欧文機関名（英文・仏文），③連絡先

　　．（責任者名・連絡先住所一e法人登録国名），④沿革，⑤設立目的，・⑥団体へめ加入，・

　　⑦組織，⑧財源，‘⑨学術会議（和・欧文名，開催間隔年等），⑩出版物（欧文出版

　　物名，刊行頻度及び使用言語），⑪国際機関との関係，⑫日本との関係（個人会員

　　数加入・連絡対応団体名，同連絡先‘同住所及び日本人役員名または日本の関係

　　団体名）等。なお巻末には索引がある。・

　　4）UNIDO一その組織と機能および活動への参加の方法一・

　　　　（社団法人）海外ゴンサルディング企業協会’1980　15　p

　　　　UNIDOのPR資料。’その他，　UNIDO事業に関する国内間合せ先として次

　　　・の機関を記している。

　　　　国際連合広報センター／UNDP東京連絡事務所・’

　　　　　東京都港区南青山1す巨1－1　新青山ビル西館22階『（〒107）

　　　　　Tel．　（03）　475－1611／4　．　，，　一　一
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　　通商産業省通商政策局技術協力課　　、‘

　　　東京都千代田区霞が関1丁目’3－1（〒100）　　　　』．”

　　　Tel．　（03）　580；3311

　　．t外務省国際連合局専門機関課および同局企画調整一es．・

　　　東京都千代田区霞が関2丁目2－1（〒100）　、　　．　　　・‘

　　　TeL　（03）・580；3311

　　国連主業開発機関東京投資促進事務所

　　　東京都港区南青山ゴ丁目1T1　新青山ビル西館・2261（〒107）・．

　　　Tel；　（03）　402一一9341／2

　　（社団法人）海外コンサルティング企業協会．

　　　東京都千代田一霞が関3丁目2－5．霞が関ビル32階3210号室（〒ioO）

　　　Tel．　（03）　593－1171

5）世界知的所有権機関案内書　世界知的所有権機関．．197650p　　　’　．

　　世界知的所有権機関および同国際事務局の歴史，．目的，活動内容そして出版物

を紹介している6そのほか次の様な文化関係の諸条約の本文（邦訳）を掲載してい

る。工業所有権の国際的保護関係の諸協定や条組．植吻新品種。保護に関する条

・約文孝的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約，隣接権関係の諸条約，，

等。

6）　The　World　’Bank　since　Bretton　WoodS；　the　origins，’　pdlicies，　operations

　　‘・nd「i血P・・㌻・f・h・王…i「n・・i・P・1　B・pk　f・・畢ρ・n・t・u・ti・n　g・d　p・マel・pPaent

　　and　the’other　me皿bers　of　the　World「Bank　Group：the　International

　　Finan’ce・　Corporation；　the　lnternational　．　Development　Ass，gciation；　the

　　，’　lnternational　’Centre　fpr　Settlement　of　lnvestment・　Disputes．　Washipgton，

　　D．C．　The　Bro6kings　lnstitution．’1973　915　p．　（DE64‘62．）’，．

　　1．944年7月22日，gユ戸．ハンプシャL一州，ブレトン・ウ’ッズで国際通貨・金融

二協定が成立レ，それによってt　’・．t国際復興開発銀行「（IBRD）が誕生．した。・本書は

「IBRDの過去25年間（1946～1971年6月3q臼）』の政策や活動を評価yてい為ほか・

、世界銀行グループ（IBRD，『 O際金融公社rlFC、、国際開発協会一IDA一）の主な機

能を分析し，同時にIFCどIDAの性格や問題点を韻及している6
7）　lntbrnational　］Y［onetarY　Fund　1945：1965；．t－wehty　years　of　international　mo－

　　netary　co－opera．tion．　WaShington，　’International　Monetary　Fund．　Vries，

　　Marga．ret　G．’　de，1，　apd　Kcith，・　J．・　1969．　Vol．’　1，　Chronicle’；　VoL　2　Analysis；

　　Vol．　3　Documents．　（DE173一＝17）’　’

　The　lnternational　MQnetary　Fund　1966一’1971．’

　　Vries，’　Margaret　Gl　de，　ahd　Keith，’J．　Washington，　lnternational　Monetary

　　Fund．．　1976　Vol．　1　Narr4－ti：vq　699　p．　；　Vol；　2　Documents．　（DE173一’51）　．

8）国際労働会議報告書「第1回（1919）～第17回（1933）．外務省11920～1934〔注i．

　　第8回以降’内務省社会局二三ユ（368・　95）
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　　　　・煎焼i麹晶濃L野8～・（第36回～曝

　　　　　　襲業騰会！五二）二二経二二の成果を収鉱七いる．3．部紛れ，

　　　　第1部は総会の観要，1第2部は議題毎の審議経過（ILO；事務局作成の仮議事録を’

　　　　驚総L鞍懸灘識鐙三四邦訳脚叫な
　　　’9）ユネスコ総会報告．．第7向（1952）～’『2年刊外務省

　　　　　　（329・r2＄一K・5482γ21；第・7回（・974）”一　：．．　UA7・一3）、’、．・一・・

　　　　　　2年毎に開催されるゴ茎スコ緯会の審議経過やその結果を岐録ぴ（いる。三会’

　　　　の腰X題毎曙灘過をtgS・L．；？ぎtlこ資料編軸うけ，次ゐ顯を記してい

　　　　るげ総会め議事目程，、日本政府首席代表の演説内容，成立した三三・勧告一覧表、

　　　　（本文なし）r．ユネ塔　ti　ltpee国り分担率・分担三等。・

　　』10）．エゆ・9・y．・fspeech・串by噸Di・e…t・G・nerζ1・f　U…c・・946・・979・E・gli・h

　　　　　　seriesl　of　speech6s　in　the　Unes60　ArchiVeS．

　　　　　，Paris，：Unesco．1980．52p．，（pRS－80／WS／1）　、　　・　「　　　「ff・

　　　　　　（ρ・nt・・t・・J・1i・n　Huxlr・i’946－1948・J・im・T・rre・Bbd…948－1952・J・h・

　　　　　　W・Taylor．1952－1953　’；Luther　H：．　Evans　1953－1958；Vittorino　Veronese

　　　　　　翻961；聯臨u1騨6a　110蹴今⑳晦、Ml助

　　　　　　1946年かち1979年迄に・歴代ユネスヲ丁丁局畢が行った演説の目銀。ユネス召事

　　　　三潴の灘内容はユネス’ドキ子．メ』ント・f‘DG”　・t’リニズ昭括鐵されて喝・

　　　血）Di・egtb・y　gf　i…r－gq…nrP・n・・1　q・一・P・・a・i・h．・・gani・a・i・ns』in　1典f・i・a・

　　　　　　Addis’Abeba，　Eヒonomic　Commissi’on　for　Africa．．1976・170　p．

　　　　　　アァリ．カめ経済：・社会の諸問題を扱っている政府間機関のダイレク’トリー。第・

　　　　』1部は経i済共同体・・1共同市場・・二種同盟およびその他ゐ国際機関を，第2部は三業，

　　　　金融ジ通貨，教育，保健，∫天然資源，交通等々，1単一部門の政府機関をそれぞれ掲

　　　　養し嬬攣驚欝藩コ評機関雛四二ドシ
　　　12）、B・・i・d・q・in・nt・．・f・ASi・・R・gi6・・10・g・ni・ati・…、』一1．幽

　　　　　　’Haas，　Michae1．　Dobbs　Ferry，：NeW．York，　Oceana　Publications．，　Inc．

　　　　　　　　メ　　　　　　　　　　ノ
　　　　　　4vols．．1974（A76T135）「　　　　　』一L、

～　　　　　ア2アの地域組織（コロヒポプラ苔アジア生産性機構，ア2ア国会議員連合，1

　　　　アジア開発鎌等々）が刊行し纏本靖類を癒しでいる・『そのほ酪三三

　　　　そ池らに関連する文献め一二が掲載されている。

　　〈事例〉’』い，

　　　1）Council　of・Etiropeの組織や機能たついて。

国轡型’一部「艦閣仰望645’p　（法鮮全集‘58）〈今・57一ρ
Manual　of　the　Co’浮獅モ奄戟@of　Europe；　structute，　furictions’　and，　achieverrienfs．”

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　f
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　　　　London，．’Stevens　＆　Sons　Lta．　1970　322　p．　（A163－71）

　　　The　Council　of　Europe’；　structure，　aims，　achievements，　’

　　　　Strasburg，　Council　of　Europei　i970　55　p．　（A163－70）　’

　　　Forum・　（C6uncil　．of　Europe）．　1978　〈1／2）一’　Quarterly’　（Z51－F99）　“　．’

　　　　Strasbutg，　Couri．cil　of　Europe．’

　　IFQrward　in’Eutope．　1963－1977．一．（Z51－F99）　．

　　　’　’Stra＄burg，　CQuricil　of　Europe．

　　　Statute　6f　Coitncil　of’　Eurgpe；　signed　at　London，　on　5　May　1949．’

　　　　United　Natiohs　treaty　series　Vol．　87’　pL　103N－129　（Cl－2）

2）・非同盟諸国会議で採択された宣言や決議を調べたい。．

　　つぎの資料に非同盛諸国会議（1961年～1977年〉の議題一丁一’覧，．代表者名（国別）・

箔テートメント・平ミュニケ・採択された宣言や決議が掲載さPtている。　4’

　　The　Third　World　withou’t　Superpowers・；・the　collected　dogupae．nts　of　the

　　　Non－Aligned　Countries．　・Odette　Jankowitsch　一＆”Karl　P．　Sauvant．　，

　　　Dobbs，　Ferry，　New　York．　Oceana・’Publicgtions’，　lnc．　1978　’4’yQls・

　　非曜翻基本文蕨岡三志郎・±．生長欄三新晶出三品騨5ξ
　　　480p．　（A74－88）’　・一，　，・　，　’・．　・・，’　’　’．　，

　　第三世界国際関係資料二二ξ世界≒国際協力．三二起央有信堂・昭和51

　　　484，64p　（A74－61）　・　・．，’　，　．　，．・　．　．　，，

　　　非同盟諸国首脳会議で採択された宣言や決議が含まれてN・る。1、

3）ASEANの規約‘ i1967），め全文と，それ以降の相互規約内容の変更の全内容を

　　　知りたい。

　　東南アジナ諸国連合（ASEAIN）の概要　日本経済調査協議会．1976155　pl

　　　（DC21－43）　’　，　．

　　　（付録に勧後の二極び諸宣言の全文が掲韓さ派ヤ・b）「

　　Basic　documents　・of　Asian　regionql　organizatigns．　，一　，

　　　Dgbbs　．Ferry．，　New　．York．　H4as7　Michael・，　，4　’v61．s．・　1974　（A76－135），

1国際場立裁判所1　ゴ．

　　　　　　　　　　　　　　　　，
＜資料＞

O　・ln．　tdrnational　Cogrt　of．　Jqstice　yearbook’．　1947一　An4ual．

　　　The　Hague，　lnternqtional　Court　of　Justice．

　　　国際需品武判所Q年次事業報告6そめほか次の事項を掲載している61947年かち該

、当年までのICJの扱った事件や勧告的意見の題目の一魔，・現在と元の裁判長t，裁判官’

　の名前（出身国名，任命・満了め時期在任中の裁判官の晦歴〈裁判長を含む〉）b．国

．際連合とその専門機関，ICJの関係を規程している文書，「およびこれら機関．と個々の国

　との間で結ばれた協定の一覧ζ協定の名称とそめ掲載資料と掲載個所が記されている）。・
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〈事例〉

ノッテボーム事件（Nottebohm“Liechtenstein　v；Guatemala”）に関する資料につt・

　　　　玉
　　　本件は手951年！2月17日4CJ（国際司法裁判所：）に付託された．事件b　リ．ζテンシ子タ．

　　インがグァテマラ政府に自国市民フリードリッヒ1ノッテボームに対レ国際法に違反し

　‘、．た方法で行動したため賠償金を請求レたもの。ICJからは次の様な命令，判決，口頭弁

　　論を内審とする資料が刊行された。　一　　　t一　’1「「1　、’　　　　‘、tt，

　　　Repdrts．of　．judgments，　4dvisory　opiniohs　and　order，1　’　．．　’　．　’　

　　　　Order　rpqde　by　the　Preside，nt　on’Japu．qary　26，’iX952．　’4P．　Nol　78　’．

　　　　Qr，der　made　by　the　President　on　Marqh　7，’1952．4pL・No．・84　，　．．　，’　．

　　　　・0・d…f晦・h21・19538P・N・・102一．

　　　　　．Preliminary　6bjecti’on：　Judgment　of　November　18，　1953　15　p．　No．　111

，．’

@．　Order　of　May’ W，　1954．．　？p．　No．’
D118　・

　　　　q・d・τ・fS・かt・皿ber’・13・19543P・N・・127

　　　　2nd．　phase．．’Judgment　o’f’APril　6，　19’55　65　p．　No．　131　一　”　．

　　　Pleadings　s　oral　arg’uments，’documents．　’

　　　　V・1・ユApPli・ati・n・w・itt・・柳t・m・nt・．793・P．・N・．141・．　・　1‘1

　・　．　．g，．　．．VqL．2・Qral　4rguments．　Doduments．　’Correspondence．　70’8’p．　No．　149

3；・，．国際連盟

．娠料s☆で∵．二二∵：・「、t．t　tt　t’tt．∫＿∴t－t　・

　　1）　”　Guide　．t’o　League　of　Nations　pgblications　；　a　bibliographic　stirvey　gf，　the　’wdrk

　　　　　of　the．League，　1920－1947．，’　．　．　．　．　’

　　　　’Aufrichr，　Hans．　New　York，　N．Y．　C61umbia　UniVeisity　Press．　195t　682’p．’

　　　　　（016．’　341‘A918　g）　”　．　．一　’　’　’　・　．
　　　　．国際連盟草創期から；946年解散二二，約26年蘭1連盟によ・って刊行された出版・

　　　物’（英‡）の案内書。英文で書かれた主要な資料は殆1ど認されている。但し年報，雑．L

　　　講・趨刊働類は創刊年と終干IJ年分のみを嗣している個騨盟存続期間中OP

　　　砺物襯繰るρ面面ツー・レであQ・一．．tt一・・　t／．．

　・2）辱紬i・t・ty・価・L・ag…fN・ti6rt・一．・一

　　　　　』Walters，　F．P．：Londoh；’Oxford　University’　Prbss．1952：　2　vQls．（レW235　h）．

　　　　　国際連盟の殻立から終結までの年代を次の様に5つに区分し；それぞれにおける

　　掴際蓮盟¢》活動を当時の時代背景をも加味して説明している6連盟設立の背景．（ee　1

　　　次世界大戦に鉛ける），設立と、発展、安定，紛争（満州事変，軍縮会議，南アメリカ

　　　粉争・ザール国民携票，、イ．タリア：1・エヂオピア紛争）そし℃敗北（スペイン内乱，・日．

＼中紛争箇晶晶廃止），鴎連合の離。
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〈事例〉

　　　国際連盟が刊行したBruce　reportが見たい。

　　　舗B・μ・e・・ep・F・のフ・・タイ．トルは＊Th・d・vd・ptt・…fi・…na・i…lr・。P9・a・

　　tion　in　economic　and　socia1韻airs；report　Qf　the　Speci母Go皿；nittee．である。

　　このタイトルで国際連盟総会ドキ三メント（A．23．1939工939‡8p）として刊行さ

　　れた6また隔り雑誌の中にも掲載さ流ている。＊＊The　Mg堪hly　s’gmmary　of　the

’Le・g・・6fN・・i・n齢・g・…1939・

　　　　〔＊注：’国際連盟は1936年以来，理事会や総会において連盟規約を改正することが

　　問題になった。そのためオーストラリアのS・・M・ブルースを議長とする委員会が設

　　けられ，検討が行われてきた。そして1938年8月22臼・「fftt社会の領域における国

・　際協力の拡張」と題する報告書がまとめられた。これが・Bruce　Reportである。、この、

　　報告書は総会の中に「経済社会問題中央委員会」の設置を提案している。〕

　　　　〔串＊注’・Th・E・・…i・and　Fin・ngi・l　o・g・ni・a・i・n・f・h・Lg・g…f・N・・i’・…

　　aSurvey　of　TwentY－Five　years’experienとe．　Hill？Martih，

　　　　　な　　　Washington，、　Carnegi6Eロdowment　for　Inteτnational　Peace．1946　pp．　116脚注

　　に表示され℃いた。〕．㌦

4．　国際紛争．P安全保障’

〈資料〉’

　1）　中東国際関係資料集　外務省中近東アプリ・力厨・昭和47　1・＜1854㌘1944＞1窄⑤；

　　　　ll〈1945一一1971＞　372　p　（A81－10）　’　・　一・　，

　　　　ユ854年から197i年三に諸外国で刊行された中東関係の外交文書や国連の決議等

　　タ・中東をめぐる国際関係の調査りたやに必要な基礎文書を邦訳収録している。、

2）．　Th．e．　／origins　and・　evplutio．n　of　the．Palestine　problem．

　　　New．Ybrk．，　United　Natiops．　Pa；t’　1：　1971－1947．　1978　108　p‘

　　　Sales　No．．’E．　78．　1．　’19　（ST（SGISER．　F／1）；　Part　II：　1947－1977．，　1978

　　　．Sales　No．．E．78．　1．　20　（STISGISER．　F／1　Part　II）

．95　p．

　・来雨ろチナ係争ゐ始まりかちパルラォア宣言，国際連盟の委任統治を経て現在に

湿るパレスチナ問魎の推移を記している。全2巻からなb，第i巻1‡第2次世界大戦・

終了迄，そして第2巻は罫レスチナ問題に関する国連特別総会の開催から始まる同問

題に対する面諭の晶晶及している・両麟巻末に卵庶流た惨考文
献を掲載している6な率次の資料はこの資料の簡略版であ、る。．

，The　Palestine　question；　pg，epared　for，　and　under　the　．guidance　of，　’the　Com．一

　　皿ittee’・ri・th・E…ci・e・f．th・1・ali・n・bl・RightS・f　thβP・1・・tiゆP・・P1・・「

　　1980　25p．・　・’　”　’L

3）「国連におけるパレスチナ問題の歴史的背景一1947～1975」’三連55（6）：‘1976・6

一一一　3’7　一r一



pp．33～37；55（7）：1976．7’pp．“　30～35；55（8）：1976．8　pp．29へv36

4）　Resoiqtions　and　degisions　of　the　General．AssembrY　and　the　Security．　Council

　　　relatirig　to　the　questionS　o｝　Palestine，　1947－1975．

　　　1976　244　．p．　（A／AC．’183／L，．　2）

　　　パレスチナ問題について国連総会蓼び安全保障乱雲会で採択された決議（i1947年

　から1975年迄）の三聖を掲載；して▽・る。・，

5）朝鯛題戦噸料神谷不二他躰国際問題研究所全3巻昭和SlんS3
　　　（GE132－14）　，，

　　　第2次世界大戦終了後から今目までの南北朝鮮の政治；外交軍事，経済に関す’

ゐ基本文書を収録したものである。次の様に3巻かちなっている．織豊共，国際宣言，

　決議文書の項に朝鮮問題について国連総会および安全保障理事会で採択された決議の

「邦訳を掲載している。

　　第1．巻（1945～1953：‘朝鮮戦争終結奪での時期）昭和51624P

　　第2巻（1953～1960）昭和53869p

　　第3巻（1961～1965）圏昭和55745p

　6）　World　directory　of　pea’c．　e　researbh　institutions．

　　　　Paris，　Unescol　So，c’i－al’　Seience．Dgcumentation．Centre．　一1981　．213　p．

　　　　（Reports　and　papers　in　the　socihl，sciences　No．　49）　4th　ed．

　　　　平和研究のたやに直接ま細ま間接的に貢献している機関（44ケ国と46の国際・地

　　域機関に存在するもの）』の国別（国ec　．■地域機関は機関名のアルファベット順）一一・ee

　　である・各々・・機関名・その略語名，住所，創立年，最高責任者名，機関のタイプ（国

　　立か民間かの別），活動タイプ，研究対象地域，その他の活動情報；出版物のタイプ

　　　（雑誌ほタイトルを蝋して∀・る）・そ七三究zx。三図観ると次の翻力・，

・　　掲載されている。

　　　、朝目新聞社調査部研究室平和問題班ぞ東京大学国際関係学部，京都産業大学世界問

　　ee究所・鵬国際平和磯所端本平禾・研懇談k，・上繭学国waee係Elfl．LF7iii，

　　　（社）日本平和学会（京都六三経済研究所内）Q・

　　　4ネスi．！ま本年から「平和ド紛争研究年鑑」Yearbook　on　peace　and　60nllict

　　studies・Unesco・19SOL（1981L）の刊行を始めた。’，．

　　　ま準　Neue．Bibliographie’zμr　Friedensforsbhung．　Stuttgart，　E．　Klett．1973

　　327　P・（S・・di・…u・F・i・d・n・f…chung　B母．・2）（A・一42）のPP．52～64に酪国の

　　・平和研究所や二尉刊行されている平和研究に三三する雑誌の一監が掲載されている。

＜事例＞

　1）　侵略の定義の設立の経緯を調べたい。　　　　　　　　　　tt　　　　　〆

　　　．「母略の定義」作成のたあの審議は国際三盛当時から行われている。従っで連盟当

　　　　　　　　　　　　　　　　　t－r　38　’一



　　　時の審議経過は次の資料に掲載されている。　　’・　　．．一

　　　く国際連盟；〉　　．．．．tt、　．　　　．　　、．．．　　tt　t　t．、

　　　　・・Re…d・Qf’・h・C・nf・・6nce　f・・．・h・Rrd，…1・n・nζ｝i血i・琴唄f　A即・m・nt・・

　　　　　　Sbries　，B　：，　Minutesi　of　the　G6neral　Coinmission，．　Ldague　of　Nationg・　，（Rs－19？．

　　　　　　　・V・1．・・’F・b・ua・y．9・・J・1夕33，聯聯P・ユ932・．］X．‘64∫．

　　　　　　　Vol．　2’DecdMbeF　14，　1932　to’June．，？9，　1，933・，．336　p・　1933・．IX・　IP　，

　　　　　　　i　Vbl．　’3　O．ctober　16，　1933　to　Ju．　pg　11；．　，1934・　・49p・　1，9．36・．　IX・　1．．

〆　　講の腰及岬騨幽時代四這「侵略即糠案」し．’わゆるリ晒
　　　　ノブ（ソ連）案を掲載している。．
　　　　　siReport　Qf・th6　Cginini’ttee・9n　Se’curity’　Qqe．stion・　Polit｝’s，iM：Nt・　9．e，　neva7　Leagg9．

　　　　　　of　Natioris．．　Ma．y　24，．19’3，　3．　’（Conf．　IP／C．G・　IQ8）　19，35・，　IX・，4’

　　　　　　（Cdnference’tor　the，　Reducti’on　and　Lim’itdtioq　6f，　Armaments．．　／Confe．rence

　　　　　　．’Documents，　．Vol．，・II，　pp．　679r－690），　（Rs－19）

　　　　　　〔＊注・以上，r鼠際連盟・自連刊行三三目録．第1巻．・pP・1367137および．GUidg’　’・

　　　　to　Ldagine　6f　Nation3　P中lications・．abibli．ographical　sur寸6y　gf　the　w6rk　of　the、

　　　　琳欝騨C岬轡1嘔⑳騨
　　　く国際連合〉　・．、・ンξ．
　　　　　　周連における審議概要ぼ次の議事櫨雲立に諦さ点ている。．〔注・丸括弧内の数字は

　　　　　謙蹴錦窯｛s謡1欝1今r177／町’956？1．A岬！1ミ1

　　　　　国難欝騨騨r報斧岬嫡嗣S畔｝lt子
　　　　　，　Repo，rt　bf’　the　Sp66ia’1　Committde．　gh　the　’Q’　gdstion’　o，f’　De＃4ing：　AggT．，ession，　・

∴蜘L細’虚蝉1喩r穿鷲轟：’IDI面隠
・織．　24A・gl・；21　se…職li．．’，　9∫ジ「．∫茸ヒlt：A／2634．．

　　　　、8…申Ng・…956　r．’．．、・2．ゴ．．・，．おご．・．・・A／3574’，
c　’　．，

@・欝』轟盤．，一．旧．鵬∫．．・．lll一団．1謂1「

擦．・団．
走ｳ難∫．．．．』鷺．．1．昌．liご1．「．1難

　　　　　　　li　Mnar．，一12’Apr，．・’19741．　29’　・　’． ．’

@1，9・　’
D．’ P・　A（196，19　．

　　　　　　　．．〔注・、’・・R・SVpPL．ゆ・一・fli・i・1・Re・？・a・樋1・me・t’　No・・

　　　　　　　　，．．　＊＊Sess．＝＝SessignT）．．　’

　　　♂．∫．その他・侵略の議轍つた論文には次のもの陣る・・．t／．

　　　　　　侵略ゐ定義の患想．筒井若水　比較文化研究 〈12）：！972の．pP・’65～90

　　　　　一聯噸略Q定繊響ま半∵∵聖叫81．’

、
」

1



　　　　　　125幽，

　　　　　侵略の定義：国際連合の4回目の試み』1愛知大学法論論集一法律篇；　（72）：

　　　　　　，1973．9　pp．37ry66

　　　　　D・丘・i・9・g9・eS・i・n紬・・e　it・蜘・and　wh・・e　it’、　g。i。g．　F。，en，。，　B．B．’

　　　　　　・A欝欝・U…1・f　intern・tiond4　lqw　66（3）・・972・7PP・49．・～5・8．．

　　2）『リ・トン報告書（国際連盟）を調べたし・。

　　　　リ》トン報告書全‡一同＄ii並に関係条緬文その他付録‘　’：外務省訳靭日新聞社

　　　　　1932　267p　’（621－249）　’

　　　　リ、ッttトγ報告書一戸支紛争に関する国際連盟調査委員会ゐ報告一　国際連盟・’外務

　　　　　省訳’国騨開会’i932552P（国際連髄鎌三三・・5輯〉（Th・、rep…‘

　　　　　bf・　the　Commission　of　Enquiry　into．sino－Japanese’　disbuteL　Leagu6　of　Natidns；

　　　　　1932　589p．〉　（512－52）　・　’

　　　　］）ットン報告書の原文と邦訳文を合せ掲載している6．　　』　　　、

　　3）潮型戦争についての資料　　’

　　　　Resg．　lgtion　eQncerning　一the　’c6mplaint　of　aggression　upon　the　Republic　of’Korea

　　　　　adopted　．at　the　．i474th　meetipg　gf．　the　Security　Cduncil　’on　27　Jung’195Q．

　　　　　27　June　！950．　United．Nations．　（S71511．）　’．

　　　　　19SO年6月27日安全保障理事会が採択した韓：国援助決議6tt

　　　　Uniting　’fot　’peace　；　resolutioh　adopt6d　by　the．　Geheral　Assembly　on　3　Novembet　．

　　　　　1950．　（Genera！　AssemblY，　Othcia1　rec6rds．　5th　Session，　Supplement　No．　・2P．

　　　　　1950　pp．10一．12　A／1775．）　．・．　h　，・’　’　”　，

　　　　　朝鮮戦争中∴ソ連の拒否権行使と関連して出された電の。tt第5回総会決議平和

　　　tt維持において緊急を婁する場合，安全保障理喜会をバイパス・して総会が必要な措置を

、農議欝2騨畔隅を聯ζとを轍岬平10の序やの
　　　　．Korean　ArmiQfice，　Panmunjom），　July　27，　1953　；　Uni．ted　Nhtions　AiiniStice　with

　　　　　North　Korea’　and　the　Chinese　People’S．Republic．　（M’a’jor　P，　eace．Treaties　of

　　　　　］Y［odern　hiStorY：　1948－1967　iVol．　4　Pp．　2657一一2688．　Arnol，d　Toynbee）．　’

　　　　　1953年7月27日・板門店で調申された国連軍と北朝鮮・中華人民共和国とゐ間の

　　　休戦協定文。．

　　　・国解合の朝鞭鰍謙野洲昭和28（国盛合研究鮒3巻・号）・
　　　　　（319．　21LKo548k－G）　・

　　　・一難関係文書二階省昭和30　・77P’（3・無21－G13含b

　　　　朝鞭題轍酬神谷不二他，三国醐題研究所第・巻昭和5・．624P
　　　　　（GE132－14）

　　　　朝鮮戦争終結準の国運総会と安：全保障理事今で採挨されだ決議を収録している6・

　4）吻シ・．・・rル紛争についてL撃墜灘北っ三州づ・・て。r、．　，

＊シミ曲ル問題と国連代表の調停’落合淳降　海外事情研究所報告（拓殖大）

，一　40　“



　　　3号　　1966．・2　　pt）．23～30

　・印パ戦争と国連の機能　小谷秀二郎」三三21（3）1972．3pp．48～60

　　Yearbook　of　the　United　Nati6ns　1947／’48年版から1965年版迄の各々のThe

　Indian　and　Pakistan　Questionsの項にも掲載されている。

5）1976年エンテベ（Entebbe）空港ハイジャック事件後安全保障理事会でハイジャッ

ク防止決議案の採択が不成功に終った件について，その商の事情を知りたい。

　　　　　決議案はUnited　Kingdom　of　Gr6at　Britain　and　Northern　Ireland　and’United

　　　　States　oξ　America：Draf仕esblution．197615　P．（S／12138）で，安全保障理事会に

　　　　おける審議の概要は1976年7月9・日から14日迄の議事の速記録s／PV．－1939～1943に

　　　　掲載されている。

　　　6）国連軍の＊地位協定について知りたい。

　　　　〈邦文のみを掲載する資料〉

　　　　　①　法令全書　1（総目録，詔書，漂律最高裁規則1三三）、条約）

　　　　　　　大蔵省印刷局　政府刊行物サービス，センタ・一　昭和29

　　　　　②　現行法令輯覧’45－1一〔i〕一　（平和条約，国際平和機構，国際司法t．戦時

　　　　　　　法規，万国条約，財政・金融、・経済）内閣官房編　帝国地方行政学会

　　　　く英文と邦文を併記レている資料〉

　　　　　①　条約集　第32集第18巻（1162）　昭和29・外務省条約局

　　　　　　　　（日本における国際連合の軍隊の地位に関する協定；昭和29年2月19日に東

　　　　　　　京で署名，昭和29年6月11日発効）

　　　　　　　Agreement　’，regarding　the　Status　of　the　United　Nations　Forces　in　Japan，

　　　　　　　　signed　at　Tokyo，　February　19，’　1954i　entered　into　force，　Jun6　11，

　　　　　　　　1954

　　　　　　　〔＊注：朝鮮戦争中に，・我が国は朝鮮における国連軍に対し，施設や役務の形．

　　　　　　で援助を与えたが，ttこの協定は国連軍が我炉国の領域から撤退するまでの問，我

　　　　　　が国における国連の地位寂び我が国における，これら軍隊に与えるべき待遇を定

　　　　　　めた協定である〕

朝　　　　②　各国地位協定の比較検：討報告書　東京弁護士会沖縄問題特別委員会　昭和55・

　　　　　　　282p　（A162T－lb）

　　　　　　　各国で締結された地位協定の邦訳本文を掲載している。NATO軍地位協定；1

　　　　　　米台地位協定（附・日米地位協定と米台協定比較表）；米韓地位自害（附・日米

　　　　　　地位協定と盆前地位協定比較表）；米誌軍事基地協定（附・日米地位協定と米比

　　　　　　協定比較表）；国連軍地位協定（英文も併記）

：翫∫軍縮

＜資料＞

1）軍縮問題資料集一194S～1968年；前田寿編奢（財）日本国際問題研究所1968

　　　200p　（国際問題シリーズ　60）
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　　核兵器が出現した1945年から1968年まで，国際軍縮問題の資料（国連の総会や軍

縮委員会，二困間会議等々を含めた軍縮に関する国際会議で採択された条約，協定s’

提案，声明などξ）うち重要なものンを選択し，’t簡単な解説を記したもの。資料C｛）表題

は一般的な名称を使い，、括弧内にその公式名称あ6いは詳しい題目を記している。

2）　The　United　Nat．ions　Dis4rmament　yearbook．　Vol．　1：　1976一　Annual．

　　本書は過去一年間，国連の内および外での軍縮活動の進展状況を記している。軍縮

　問題を専門に取扱っている人タに包括的旦っ詳細な最新膚報を提供することを目的と、

　している。国連Q軍縮活動が中心である。国連政治安全保障局国連軍縮センタ■一・dが編

　回している。．

　　〔注・騨「鱒靴年鑑」・976午版～』外融融鳳．刊．昭和537年刊〕

　　なお1976年迄の国連の軍縮活動は次の資料に掲載されている。

　　The　United　Nations　and　disarmament．

　　　・945一・970・，・9755・5P：　S・1・・N・・’：79・’・IX・…970一ユ975・・蜘267　P・，

　　　Sales　No．：E．76．　IX．1

3）18ヵ国軍縮委員会（第15会期，1969・348～1969・　5・　23）における各国発言め概要

　　　外務省三際連合局　1969158p（A651－15）

4ン軍縮委員会に躰ける各国発言の概要

　　　外務省国際連合局　第16会；旧く1969）一　毎会旧刊・’（A651r19）

5）国連およびジュネ」ヴ軍縮委員会における軍縮問題についての豊本薗の代表発言集

　　　外務省国際連合局　（A651－62）

　　　自昭和47年3月至48午4月　享973200p

　　　自昭和50年1月至51年1月　ig76、106　p

　　　自昭和51年3月面52年4月　1977、218P　・「　　　　　　　’

6）国連決議集外務省軍縮室29総会、1974ユ07p；3i総会　1977110p

　　．（A651－82）

7）　Disarmament　resolutio4s　adopted．by’　thg　General　Assembly．

　　　1946－1976：　1977　（A／A9．　187／29）；　1978－1980：．1981　’185　p．　（AIAC：206／3）

　　　1946年から1980年迄に国連総会で採択きれた軍縮決議の本文すべてを採録して

　いる。決議は採択された年月順に排列され』ている。、

8）’．　lnfgrmqtion　mat．e；ials．and　docurpents　on　disarma，men’t．　．一　’．

　　　Geneva，　Centre　for　Disarmament．　1979　5　p．　（Disarmament　fact　sheet　No．　10）

　　　　　　　　　　　　　　　　一42一・



　　　　　国連およびその専門機関で刊行された軍縮関係資料（図書，リポート，条約本文

　　　一国連広報局刊行の小冊子一，ポスター，フィルム〉の目録。

　　9）軍縮関係事項年表．1945年（r1970年　外務劣‘昭鴉46・189？　（YQ1－9）．

6．　国際経済一般

　く資料〉　　　　　　’，”：　　　『　　㌧
　　1）’開発途上国に関する経済関係文献

　　　　　財団法人　国際開発センタ」　ω；1977〒年刊　（D1－196）

　　　　　発展途上国の経済開発に関する出版物（図書）を収録し，それを地域別，国別に

　　　排列した解説目録。巻末には著編者名索引，、事項別索引がある。国連刊行資料も多く

　　　掲載されている6　　　　　　　f’

2）　Asyste血of　natiQnal　accounts．1968　246　p．　Sales　No．：E．6g．　XVII．3

　　　国際比較可能なデ』タを算出するための自民経済計算の算学方法を記したも．0。

　各国の統計局用に作られた。〔翻訳：τ新国犀経済計算の体系一国際連合の新しい国際

　基準一」　経済企画庁訳　1974　393p〕

＼3）’ o済を測る新しい物さし一新SNA一経済企画庁（財〉日本経済教育センター．

　　　　n．　d．　’42回

線　　　’国連が械した甑繍計算体・k’（SNA・AS・…m・gf・N・・i・n・1　Acc6un・・）の

　　あらましと8つの特徴を絵入りで平易に解説したもの。
P－

q事例〉

．・ A1＞「人当りGDPの多い国を調べたい。

綜1、’∴C・un・・i・S・nd・…i℃・・ies　rank・d　acc・・di・g…ρ・capit・GDP・973

　　　　，1975　29，6，9　p．　（EIAC．5．4／L．81）　一，　，．．　．　．　・　’　，　・，

＜底3）綜国民総生産（Gross　national　produρt，　GNP）と為替相場（Exchange　rate）の最

新情報を掲載する資料を調べたい。

窪個騨難金（IMF）の刊行する統計酬、1・te・n・ti…1丘・・n・i・「・t・ti・tics・

、，∵￥onlhlyに掲載されて．U・る。

3）、世界各国の消費者物価指数の推移を調べたい。

　　次の資料に掲載されている。

　　United　Nations　s’tatistieal　yearbook．

　　・．Monthly　bulletin　of　statistics．
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．国際統計要覧　三三府統計局　年刊（前記2つの資料の邦訳を掲載）・’・

Internationa1章nancial　sta繭cs．　washington，　International　Mon年tary耳und・

　Monthly．

翻騨済主要繍・・96S一・977』

　（財）世界経済情報サービス　197g　66　p（DT311－11）‘

〈lnternational　financial　statisticS’　〈IFS＞　’Supplement　May，　1978．　IFS．

　October　and　Dece皿ber　1978よりデごタを採i録：）

ま

’7．

4）後発開発途上国とそれぞれの社会・、経済事情を知りたい。「

　”第26回国連総会は＊議題46（後発塗上国の識別基準）において，後発開発途上国を3

「つの規準（1人当りGDP　100．ドル未碑文盲率串O％以上・（｝Dρに占める響造業ρ

割合10％以下）に従い，次の諸国を後発開発途上国と決めている（ポジワナ，ブルンデ

　ィ，チャドp・ダホメ，エチオピア，ギニア，．レソト，マリ，マラウイ，ニジェール，、

・ルワンダ，幽ソマリア，ス｝ダγ，rウガンダ，タンザニア，上ボルタ，1アフガニスタ

　ン，1ブ｝タン，ラナス，モルディヴ，ネパ日ル，シr）tキムy西サモア，』イェ』メン，

…イテ・麟経済，社会輔に？し・ては次の資料に掲載されている・paXi」に経済‘社

会統計，国際収支・貿易統計を記している。

　　s・m皿・・y・・bl・・．　f6ギ・h・1ear・・d・v・1・P・d．…ri・・i…’…e　by・h・c・nf・・en“6

　　　Se．　cretariat．　，GeneVas　Preparatory　l　ComMittqe　for　the’　United，Nations．　Con－

　　　fere・ce　・4　th・L・asの・v・1・P・4　C⑩・i・・；3・d．sessi・n，．．G・n・va・29　Jun・

　　1198L　1981，　71p．　〈AICqNE．　104／？C／15）　，　．　’　．　．　’．，

　　〔＊注・ld・nti丘・ati・n・f　th・．Lea・t　D・ve16かi・g〈通・t；i・顕m・ng・the・D・v・1・pi・g、

　　　Countries；report　of　the　Se6retarY：Gerier．al．　1971　5　p．　（A／8459））

・薪経済秩序を求あて

＜資料＞

　1一）　A　new．international　economie　order；．selected　documents　1945－1975．

．　・　Mo＄si’　Alfred　GeQrge　ai　d　l　Winton，　Htirry　N．M．　New　York，　N．Y．，　United

　　　　Natigns，Jngtitute　．tor　T．raining　and，・Researgh　（UNITAR）．．p．　．di2　vol＄．

　　　　（UNITAR　docu．ment　service　No．　1）’．（DE．4－72）

　　　　1945年から1975年迄に次の様な囲連やその他の国際機関で採択された新国際経済

　　秩序関係の最終決議，．宣言および行動計画を収録しているQ77力国グループ，その地

　　域グループ，非同盟諸国会議，国連地域経済委員会，国連貿易開発会議の第1～3会

　　期，国連総会で採択された決議。

2）　The　hew　・international　ecohomic　order：　A　selective　bibliography．

　　　New　York・Dag’　Ham皿arskj61d：Library　198Q　ユ28　P・　』1　’

　　　sa16s　No．：E／F．80．1．15．（STILIB／sE：R，　B／30）
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宕

　　　新国際経済秩序関係文献（図書，雑誌論文1国際華合資料を収録）の目録・’国連刊

　　行資料とそれ以外め資料をまとめた2章からなり，凍4）様な主題の中に排列され｝こい

　　る。・噺国際経済秩序，先進国と発展途上国ゐ関係，酉品・貿易；、国際通貨制度と開発

　　のための金融工業化画面移転多国籍蝶発殿上歌論力詠獺源の常tt
　・設主権，個際連合め役割り：，・書誌の書誌。

＜事例＞

　7ルーシ’7宣言一集囲的自立のためのアルーシア計画および諸交渉のたあの粋組み一

、・ ﾌ本文について。丁 s　．　「．　　　t－

ArgSha，　Programrpe　fbr　．Cgllective　Se．lf－reliancg　an’d　Etamewbrk　for　NegQtiation；

　　1979　．126p．　〈TD／236）．　・，　’　．．　，・

要旨が次の資料に掲載されている。

　外交時墾　（1156）；lg79．　8　pp．24～埠

　月刊国際問題資料ユ979．4　pp．11～25

　　7．1、資源問題　　　　　　1・

　　〈資料〉・
　　　，i）　原材料供給国会議ダカール宣言．．アジア経済研究所訳．アジア経済出三会　ig75

　　　　　　4・P’（経済協力調査報告　第5g号）（PE6・一36）

　　　　　　1975年2、月’3目から8．自までダカ・・一；ル（　ヘセネガル）で開かれた原材料供給国会議

　　　　（Conference’on．Developing　ICountries　on　Raw　Mate士ials，1pOヵ国以上参加）

　　　　’で採択され牟宣言，行動計画及び決議を邦訳掲載したもみ。なお三三三次の資料で

　　　　ある。
　11・｝　’　The　Dakar　D6clairatipn；　letter　dated　12’February’1975’from．the　P6rma’nent

　　　　　　・rep・e・en…i・e・f・・Alg・・i…th・U・i・rd　Na・i・n・0伍ce母Gg・・v…dd・e・r・d

　　　　　　：Permanent．soveteigntY　ovef　hatufal　resourees．1972（E／s170）ダ

　　　　　　1973　37’p，　（Ef5425）；1974　38　p，’　（A／9716）

一・ S5出



　　　　　　　　　　、．A！8058　’は開発途一＃国の天然資源開発に対する外薗資本の参和および利益配分’

　　　　　　　　謙語欝剛即隅．A／1711吋然資源弊化状況

　　　　　　一　　．〔翻訳．…禾然資源Qk久的弓権威国連事忌緯長報告出’1970年報告．堀部博之訳．1

　　　　　　　　1972　27gP：’97？・．197鑛よ碑74年報告、．三際・姻霧隠．，　1975171．P

　　　　　　　　いず紬アジア経蘭蛎刊〕・　　　　　　．
　　　　　　一3）．産油晶晶関め硝開発政恥開論法形素論活動r関す碑麟三三．

　　　　　　　　lr㌫．．離慰蝋．藤岡窄愚論．115　P’．．（経済勾画

　．’　　　　　　　石油開発た伴う産繭国の法ξ政策の三二が記されfいう・石油問題を理解する

　　　　　　　、嫡φ搬の資獅ある・’，．、．　＿．　．　．、．、，
　　　　　　　　　・次め諸諦文を二言掲載して》｝恥　　tt．一・1一　　．・．．．’．1ジ．

　　　　　　　　　肇展途上国に部け、為石油資源開発の法的弓形鯨　，1　，　tt．、　t－I

　　I’　’・一’・，．／　一（Hasan．．＄・　Zal　q4ya．　New　directions，’in　the’　search　for’ahd　deve！opmqnf，

t一
@、．

@鉱繍躍羅辮叫畔無題岬）∫
　　　　　　　　　．（蝉・・T・．「C瞬dle・紀Mi…a㌃⑳1・・a・i・n　q・d．．dev・1gP皿・…sg血・．b・・i・・

　　　　　　　　　　．．consiqerations　r一，tFend．s　in　gpVernment’．rpahagem．en．t　of’minerql　exploitation

・’1

　　　　　　　　　（Obj号・・i・・r・中・・i・i・i・・．・f・・g・ni・a・i…1＃d・vdg・i・琴・・瞬i・・i・p・…一

　　　　　　　　　．・lguln　・；　Qrganization，　gf　Arab　Petroleutp　Exporti4g・．．90，unqies．　U．　Ja．rr’　r’qlil

　　　　　　　　　．彰ψ吻仰卿伽・脚・94・吻卿9c・吻ガ…．U・i・・d．　Nq・i・n・

　　　　　　　　　　proceedings．Qf．lthO　United　Nati6ns　Meetipg　・　on　Co，operation　a皿ong　Deve一‘

　　　　　　’・1　，　．’，　’19ping．　Countrie．s’ip’1？etr：　leum，’　（｝f　peva，　IQ’tol，20　NoverpbdT　1975．　1977．’

　　　　　　　　　　pp．　103－yl．14）　（STtESAI’57）．　，

　　　　　　　　．硝二二力競騨務局地腰回知活動　　　； t　t．

　　　　　　　　’，gAgtivitieg　of．　the　U“it’ed　NatipnS’　SecT，etari4v，・，　including　the．．regional　conir

　　　　　　　　　　rpissiopS’，　in　・petrole．um　．cQ－operqtignf．　U．N，．，　Centre　for　，Naniral　Resources，

4　　　． Energy・nd髄ゆし三三媚ぴ9蜘蜘脚ψマrlo無血
　　　　　　く事例踏鞭11∵11▽1’噛llワ『1離離．

　　　　　　　　資源問題についてジ国連総会，．．経済社会理事会で採択された決議を知りたい。

Re＄oluti〟Cns．f　dopt，e4．，by・thg　Egonpmic．　ap．　d・　Sdcial　・90uncil　．．．and・．　the，　．G．　enet／al

Asse血bl・in．顔：丘rld⑳・t・・母1細rc6＄r■』．．・．．．1，，、

1’g，70，，（E／C；　，7／11．／a’　p．d　E／C，．7／ll／Add．／1）．’一．　t．　・，1　一’　’・，　1，．　・・．．．．

脚侮蔑髄聖幣採択鞭騨騨聯
　　　　　　　　　　　’



　　　　』を掲載。

　　　　　United　Nations’　’resolutions，’　Series　1　Resolutions　adopted　by　the　Genetal

　　　　　　Assembly：　1946－1974．　D6bbs　Ferry，　Oceana　Publication’s，　lnc．　1973－1978．

　　　　　　14　vols．　（A159－219）　’

　　　　　　ユ946年から1974年迄に総会で採択された凡ゆる決議を包括掲載している。

β．　国連貿易開発会議

tt資料〉　　　　　　　　　　　　　　　　㌧
　1）国連貿易開発会議の研究一南北問題の新曲開一　外務省．社団法人世界経済研究協

　　　　会『1：1965385p；ll：1966，398　p（678．06－G13　k　2）

　　　　国連貿易開発会議の解説書であり，資料集である。

　　　1・第騙面面開発会議の講論と問題点．（南北問題の重難とUNCTAPの

　　経緯を概説し，主要問題別に会議の討議と結論を中心に）を解説している。第2編は

　　会議のために作成された資料の中から特に重要な資料「プレビッシェ報告」，「フラン

　　ス覚書」，「アルタ・グ：ラシャ憲章」等，学者の論文を選択要約し，続いて第3編「最

　　終議定書」は会議の結論，勧告を収録したfinal　ac超）重要部分を邦訳したもの。

　　　rr　’：第1編はUNCTAD発足後一年間の歩み（記事会や下部委員会等の機構面の

　　整備状況を概定し・各分野での問題点を会議を中心に）・を解説している・第2編は国

　　際金融問題，援助資金に、関する諸提案等の報告書の要約を記し・続いて第3篇は理事

　　会，主要委員会および下部諸機関の構成，付託条項，作業計画，手続規則等を解説

／熱禦て1識語およ郷開騨で翻し艶麗岬脚

2）　国際連合貿易開発理事会の事業一1十（第1，’第2，1第3回会期）

　　　合局　200p　（678．1－G13k2）

外務省国際連

3）G・id…d・cu皿・P…i・hワNCTAD－11・N・w　D・1hi・1F・b・・”25　M・ゆ1968・

　　　Part　1’　A　classification　by　provisional　agenda　items　of　the　documents　before

　　　　the　2nd　Session　of　Conference．　1968　79　p．

　　　Part　2　Subject　index　of　thq’docuinehts　before，　the　2nd．　sess’i　on．　1968　189　p．

　　Guide　to　UNCTAD　p’ublications：　1964－1969．　196．9　73　p．

　　Guide’to　UNCTAD’　publications　supplement．　1971一　Annual．．

　　　．国連貿易開発会議刊行物の目録。1971年以降，年刊で刊行されている。

，4）UNCTAD一南北問題と第4回UNCTAD一・9764卑・．（Y111）t．．

　　．UNCTAD一南北問題と第5回UN’（）TA：D－　1979’s9　P’（Yi11）

　　　何れも南北問題とUNCTADと題し，南北問題の重要性と最近の動き，

　・“　UNCTADの役割り，続いて．　UNCTADの録近の活動状況とその総会め『ユースを

　　　　　　　　　　　　　　　　　一47一



　平易に解説しているP艮資料。外務省情報文化局が刊行した。

5）．　Register　of　research　on　trade　and　ddvelopment　issues；・　d　list　of　current　and

　　　planned笥esearch　on　trade，　alld　develop皿ent　issues，　co皿piled　．from　a　surヤey

　　　of　projects　in　development　research　centres．

　　　Ge，neva，　UNCTAD，　1978　．　96　p．　（UNCTADIOSG／156）

　　．世界における貿易・開発問題の研究題目総覧。各国（約SQヵ国）で1976年以降継続

　ま準は闘始・および’76年に終了した貿易や開発関係の研究各々について研究三三，

　研究要旨，研究機関，．研究者名を記している。例えば貿易・開発と環境問踵の項目を．

一＝見すると京都大学東南アジア研究センターの福井氏および市村茂の研究題目が掲載

　されている。

9．’

?w北問題

＜資料＞

1）南北問題関係資料集一和文篇一　外務省．外交時報社　1977482P（DE4－26）

　　　　第2次国連開発10年のための国際開発戦略一第25回国連総会（1970．10．24）（pp．3

　　～2ら）；新国際経済秩序の樹立に関する宣言；新国際経済秩序の樹立に関する行動計

　　画一第6回国連特別総会．（1974．5．1＞（pp．26～47）；世界人口行動計画（1974．8．30，

　　世界人口会議，ブカレスト）（pp．’48－76）；世界食糧会議の宣言及び決議（1974．11．・16

　　ローマ）（pp．77～123）；諸国家の経済権利i義務憲章一第29回国連総会で採択（1974．’

　　12．12）‘（pp．124㌻135）；語誌開発と協力に関する宣言及び行動計画一リマ宣言・行動

　　計画一（第2回UNIDO総会，1975。3，26）（PP．136～138）；第7回国連特別総会決

　　議（開発と国際経済協力）一1975．9．16一（PP．159～173）；第4回UNCTAD総会決

　　議93（V）LL－lk産品総合プログラムー（1976．5．・30，ナイロビ）（pp．174～180）；国会

　　たおける内閣総理大臣及び外務大臣の演説一南北問題関連部分のみ（pp．　381～403）；

　．国際協力に関する論叢な国際的提言一プレビッシュ1報告（1964．　2．12）（pp．407～423）；

　　新プレ』ビッシュ報告〔新しい開発戦略を求めて〕一UNCTAD事務局長の第2回会議

　　への報告（1967．8）（PP．424～429）；開発Aの協カー国際開発委員会報告（1967．8）

　・（PP．430～443）；ジャクソン報告（国際連合開発援助組織の．能力に関する研究）一

　　1969．9．30（PP．444～453）；ティンバーゲン．報告一開発の力口速化をもとめて一三2次

　　国連開発の10年に対する提案「開発司‘再委員会の報告（PP・455～463）；国際開発戦略

　　の活動一UNCTADの役割一：一答3回総会への’UNCTAD事務局長の報告（1972．2．

　　15）（pp．464～475）；レオンチェフ報告丁一一世界経済の未来（pp．476～479）『’，

　　　なお次の様な英文版もある。

　　　南北問題関係資料集　英文篇　外交時報社　1977582・p、（DE4－26）

2）　今日の南北問題　川田侃　日本評論社　昭和51’　一286p「（経済セミナ曽増刊

　　　1976．　5）　（Z3一一222）

　　　南北問題の入門書6序論で聡論的に南北問題の現状と展望を述べ，旧い℃各論に
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　入り・r次産品の歴史的意兇新国際経済殊癌への石油戦略・一拉三三奪と市場メカニ

ズム，多国籍傘業規制の方向1、南タ問題．三三需給の朝ヒ問題発言途上国の三民催

　等ダについて，計12人の専門家の論文を掲載しているgな押，巻末には南北問題に関

　する基本的な文献（国連刊行吻も含む），南北簡題の基本用語の解説，．南北問題O．主

　要資料（決議・宣言・行動計画），南北問題年表（1945ん1976）．等を掲載し1（い、る。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　；　　　　，

3）南北問題・関す砿献三一嘩三二発会議を中心とレて一国三会購館
　　　197338gP（レファレンス文献要目　第14集）．（UP41－13）

10・・．貿　易
1

＜資料＞

1）　Yedrbook’ @of‘inter・nati6pal’ 煤Diqde　statistics．’1950‘　Annual．

　　　・1951一　〈STISTATISER．G／l一）　・　・”　，　．

　　　世界及び経済上重要な諸地球の貿易の概要を示す種タの統計デ’一タを掲載してい

　　る6一国別地域励章易，船積国・仕向国別輸出量等。・〔翻訳：国際連合賃易統計年鑑

・9S3年一・965年．鯨教育研究所干1・’17拳（lg66年）一癖麟干1〕tt・d，

．2）　，Co’@mmgditY　trade・　statistics．　1952一　lrregulqr・．　（United’　Natiops．　statisticaJ　Papers

　　　　series　D，　STISTADISER．D／l一）　（Z51－A305）　．　，’　・．

　　　　商品貿易統計。数ヵ国で一冊にまとあられた（平堵350耳の分梅で刊行）1戸用品．

　　貿易時計資料。．デごタは国際標準貿易分類に則っ牟品目別。

3）’　．World　trade　annual．

　　‘・U・・i・ed　N・・i・n・・N・w　Y・・瓦W・lk・・a・dρ・m叫．lg63一　An・U・1ρT73・一6）’

　　．．．　Vol．　1　’Food　bevetages　arid　tobacco．，　C．rude　．rp．aterials，　inedible．　except　．fuels，

　　　，＋animal　qnd　vegetables・oils　qnd　fatS；Yol．　？．　）Y［ineral　fuels，　．lubricants　and

　　　．　reldted　ma？e’rials，　．，chem．　ic．a！s　；　Vol，　3　Mangfactured　goods　．classifiee．　ghiefiY

　　　　by．materials　；　YQI．　4．　Miscellaneous．　rpanufactured　articles’s　 Vol：　5　Machihery’

　　　　・nd廿a・・Pq・t・q・ipm・ht，・・mm・diti・・．a・d’，　t・砲耳・agti・nS・・t、　classi丘・d

　　　　according　to　kind．　’

　　　世界貿易の80％をカ・・曄する．20数減船ρ三三入を国際標準貿易分類め1～5桁ご

　とに品目別，、国別に記載（社会主義国を含む）。年刊・

4）　Price　’nipvements　of　’ b≠唐奄メ@commodities　in　internationql　trade　；　1950T1970・；　・’

　　　New　York，　United　Natiohs．　1972’　91　p．　Sale＄　No．：IE．　72；，　XY．II．2

　　　（sTISTAT／M／29／R・v・1姶4⑩t　’tt・，「、‘一画．’

指数妻禁穫聾1961年の騨100と岬倉ρ｝騨や斗911年無爵騨
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＜事例＞

1）　ヨーロッパ経済委員会のEconomic　bu11etin些r，　Eロropeで東西貿易といら場合，

　　東と西に含まれる国を心確に知りたい。

　東には中国，モンゴル，キュごバ，東欧’（アルバニア，ユーゴを除く）およびソ連

を含む。

　西にはアメツカ，日本，，カナダ，オーストラリア，弓ユージーラシド，南アブ’リ

カ，西欧を含む。

2）　英国のスポーツ用品の販売機関を知りたい。

，一@＊Monographs’ @on　trade　dchannels　；　selected　sports　in　the　United　Kingdom．　1976

16　P・（ITc／DTS／sMR／60ノ（2））k英国内の取引関係団体および取引機関（輸入・卸売会

社，デパート，’主な購買機関，通信販売会社）が掲載されている。〔＊注；Monographs

on　trade　channelsは特定品目の輸入国におげる取引ルートを紹介tたシリーズ。国

別j．品目別に刊行されている。発展途上国ゐ輸出業者を援助するために作られたも

の。主要な取引機関のアドレスを掲載している。そのほか輸入量，’ 蒼熄ﾁ費量（国産
品と輸入品の別）り各統計もある。〕　・　　　　　　　　　　　1

3）砂糖の世界市場の動きに関する資料が欲しい。

　T，he一　world　sugar　e，conomy　’since　the　United　Nations　Sugdr　Conference，　1973

・，．（TDIS，UGAR　9／3）　，　一　一

　　4）世界各国の関税率を知りたい。

　　　　各国の関税率は次の資料に掲載されている。　　’

　　　　各国関税率表　話本関税協会

　　　　　ブラジセル嗣際関税率表刊行機関の刊行する所謂「ブラツセ　7V版関税率表」を目

　　　本関税協会が新しく編集し直し：たもの。120力国の関税率表を掲載し二（いる。各国で

　　　関税改正があった揚合）tその都皮前記機関から追録が刊行される。それによって日

　　　本関税協会で台本を改正し，この資料の内容を維持している，加除式資料である。な

　　　おごの資料の速報豚も刊行されている。「各国関税改正情報；各国関税率速報版一（月

　　　刊）」内容は各国の最新の関税の改正のみでなく，合せ宅輸入制度の改正（例えば輸

　　．入課徴金，輸入割当など）についても報じている。追録刊行前の速報誌。1

11．．国際金融　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’t

　＜資料＞

　　1）＊世界銀行年次報告一日本語三一　世界銀行東京事務所　1974一　年刊

　　　　　世界銀行（国際復興開発銀行〈1；BRD＞，国際開発協会＜IDA＞），の過去一年間

　　　．の業務の成果を報告しでいる。全般的な活動報告；地域別・・内部■．対外協力旧び協力

　　　活動；借入と財務そして統計表（開発途上国，先進国の主要経済指標一地域別一，
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世界貿易く地域別輸出状況〉，対外公的債務〈96開発途上国の債務残高，債務返済額

の総輸出額に対する比率；外部資金の流入額と対外公的債務返済額一一：地域三一〉，国

際資本市場統計等）等が記されている。』　　　　　　　　　．　　・　　　・

　〔＊注：1945年以来，英文版は次のタイトルぞ刊行されている6

　1nternational　Bank　for　Reconstructiori　and　Develbpment　and．Internatiorial

　　Development　Association．　Annua1　report．　1945：　（1945－1962：　lnternational

　　Bank　for　Recghstruction’　a，　nd　Deyelopment　annuhl　report．）　WaShington，

　　IBRD．）

2）　World　debt　tables；　external　public　debt　of　LDCsi．

　　　Washington，　IBRD．　1977　3vQls．

　　　世界銀行による96発犀途上国の公的対外債務（公的保証を含む）に関するデー

’タ（1973年から1977年迄）を収録した資料。全2巻と補遺からなり，第1巻はデータ

　の定義・・範囲・調査方法を述べた上で発展途上国を8地域に分け，1975年の蓉的回外

　債務国際収支，対外債務返済状況（約定，実行，元利返済）の変化を総括的に示し

　ている。そのほかGNP，輸出のGNPに占める比率等々を分析報告し℃いる。第2

　巻と補遺は各国別に1969年からユ975年迄の対外公的儘務の推移を示している。

　　3）　，Debt　problems．　of　developirig　countries．　1975　12　p．，　（TDIB／545／Rev．1）一

　　　　　発展途上国の債務問題vt関する各国政府専門家グル、一プ（1973年設立）の報告書。

　　　全3章からなり，第璋酪繋累簾務の現状とその繍蕪姑ある臓を統計

　　　にもとづいて論及している。第2章は累積債務を回避するための諸方策にbいて，債

　　　皇国・灘国．・IMF等別に述べている・そして鄭恥具体的に問題力・起った場合

　　　・の対策を指示している。　　　　　　　　1　　・幽　　　　　　　　『　　　x

零事例≧

漏ρ墾鎌が画した相手隼と目的を調べた…」’

　　　　世界銀行年次報告め巻末にある世界銀行／IDA付表に過去1年間の融資T－eeがあ

　　　ワ，’国別，．’使用目的別に承認期日，償還年i・利率，元本額（米ドル）が記されてい

　　　’るP

　、i2）補足融資についての資料を調べたい。　　　　一’　　、　　　　　’　1、

t” E…’・t @　三界銀行と国際連合貿易開発会議から次の資料炉刊行されているσ

涛・S潔認鎌脚盟i恕「蝋呼t聯脚剛
　　　　　　’Geneva，　UNCTAD．　1968　（TD／33／Rev．　1）　，

　　　2．’　’　SuPplementar’y　finqncial　measures；　a　study　reguested・　by　the　United　Nations

　　　　　　．Conference　on　Trade　and　Development，　1964．　Washington，　IBRD．　1965
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ユ2．「手ネルギー問題

＜資料＞

1）．　Acti．vities　6f’the　relevapt・9t／gans’，　6rganizati6ns　and　b6dies，’of　the　Vnited．Nations

　　　’system，．　in　the．　field・of，　new　and　re’newable　，sources　of　energy．　Activites　of

　　　the　．United　Nations・：　Nqirobi，．　Unitgd　NatiQns　，C，　ohferg．heg　’on　．New　and　Re一　・

　　　new’able　Sour¢es’　of　Energy，　10－21　’Augu＄．t　198’1．　1981　i7　P．

　　　　（A／CQNF．100f6／Add．1）

　　　　新・離三三≒ネザ源（鰭土ネ1・三州源）頒晦け歌の嘩内冠関

　　の騨瑠介して・・る・困際経済社会局革細面そして開発のための科学技術

　　センター・今年明iorから21．日除開墾た新●離可能エネ1レギ」嘩会議の討議

　　資料6

2｝、藻謙謬鱗醜いて丁騨丹10日一21rナfpピー

　　　．新・再生素謡iネルギー国連会議PR資料。・会議の目的，準備，．会議に？いてめ

鞭会議開働蘇技術的躍・鱗議題を思して1・Q・翻rは新旧一
　二三題とその利黙漉識た境表がある・
　　．瞥注：新・再生可能デネルギ←源とは鍔際連合総会が牢めた次のもρであるご太

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぺ∴陽ネザ一陣熱風力・’劫溶イオ外悪木炭オイ詠口ン・・タール
　サンド，海洋工率々ギー（温度差，波力，、潮力），ビート（泥尿），荷役動物℃ある。〕

’3）ASSET・φ串・・a・tS　bf・elec・・d・・1…dn・rgy・echp・1・gy・一．’．・

　　　T・ky・・Th・U・it・d，N・tig・・’，U・iversity・　1979－M・nth！y・’．

　　　1太陽ニネルギー，生物転換エネルギー（＊バイオマろおよびバイオガスゐ生産と
　　　　　　　　　に　　　ゴ

利用），鹿ネザ藁妊ネザ三三詰れらエネルギ」の社会経済緬の影響
、二二にやいての文献（図書1．雑鉢論文，．「．レポ÷ト，会議三三等々）の抄録誌6、すべて

　抄録は英語である6

　　　〔＊注＝バイオマスとはエネノレギー，食糧・飼料，原材料等として利用可能な生物

’体である〕

4，）　Prpcgedings，of　the　Upitgd．　Nati6pp　Copference　・op　New　Sogrges　．bf　Energyi

　　　Rome，　21－31　August，．1961’．．，，N．　ew　York？．　United　Nation．s．　1963－1964．．　7vQls．’

　　　Solar’　en’ergy，　wind　power　and　・gebthermal　energy，　（EICQNFI　35／2rv8）

　　．、・・3つの新エネルギー源・（太陽圃力および面向）の利用に関する1961年ロニア会

灘聾V・1・r一二四三噺資源の紹介とその競の現三三衝ネルギーの合
　向利用や三三についての諸問題；VoI・．．2・3一地熱iネル三三を動力化する妄法・発電

　や暖房への利用；’Voll、・4，5，6一太陽エネルギーにぶる発電と動力，冷暖房，・海永4）三
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水化，および木陽炉トの利用；VgL　7一風力の利用め現状と今後の問題点。

5）エネルギr三四料（財）日本・・ネルギー経済研究所i9．80　1．　331　P（DT611－2）

　　　甥解ネィレ熱の繍灘准産（願天然ガス・1琳’ウ㍗の地域別・国
「’rt |ゐ確認塊蔵：量と生産の統計）と需給量，需給見逼，．および価格の推移等を掲載。』そ

　　．のほか・熱箪換算表・容量換算表・モネルギ黒熊算表（石油，．電力）等も付さμてい‘

　　る。

6）Yea・b・・k‘？f．．W曜e…gY・…i・・i…（N…卵29ノ’50〕・・’・1952一・．〔1ρ7r！閻・’

　　．，1979．　．World・gne；gy　supp．1fes．）　1’

　　　N・W・Y・rk・．U・it・dN・℃19早岬吋（lg29－lgSO）二：r1♀527

　　　（sT／sTAT／sER．J／lr＞，　（D　T611一．　6）．　，　’．・　’　・．　
　．’　・’　，　．．　i

・固燃料融硝製品ガス組綿弓’1勉初三三よび労力ゆ
　生産高，輸出入量・消費量リデ”タを掲載6・

〈事例〉

世界における太陽エネノ二三ー関係の主要な研究機関や団体を知りたい。

　　　　　　　　　　もア2ア・太平洋経涛社会委員会の刊行し＃次の資料の巻末に国別た掲載されて思為。

Proceedings　of　the　Me臼ting　of　the　Expert　Workin暮（｝roup　on　the　U申of－S61ar．

・nd　W垣d・Enerぎ・・N・w　Y・・k・U・it・d．．　N・・i・n・・11976’Sgl・・’N・・：IE・7r珊13．，

（E・・tgy　re・・urce・1d・v・1・P皿・…etie・．N6・．16）（sTIEsCAP／7）tt，

llrlピ蝶・開発∫．『・r－1「∫．’ン源1匹，　’
　・’〈資料〉

瓢lll　l虚無羅畔鵬罪蹄欝ll∵ll

ll田方鯉濃讐㌻欝騨騨㍗ジエ螺丁丁

　　　・2）　Gkidelines　for　the　establishment　of　industrial　estates　in　developing　coqntries．

tt．t
@．t・t／tt

@N・w　Y・・k・U・i・ed　N・・晦・978・・1　P二（ID／22・）・S・1・・．N・…E・7ξ皿3・3

三三　　　　工業団地プロジェクト評価のための三針を示したもの・ユ3ヵ国の工業団地を調査’

鮮彙蒲驚課無意』讐轟羅と灘妻燃象麩
　　　　づる。
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　3）　．UNIDO　guide　tb　information　sources．　No．　1一　lrregular．

　　　　Vienna，　UNIDO．　32「書誌シリーズ」を見よ。

〈事例〉　　　’　　　　　　　　　　　　　9　　　　　　　　　　4

　　　1979年8月ウィーシで開催された＊国際連合科学技術会議の最終報告を調べたい。

　Report　of　the　United　Nations’　・Conference．on　Sc．ience　and　Technology　for

　　．Development，　Vienpa　20－31　Aug．，　1979．　New　York，　United　Nations．　’

　　ユ979133p．てAICONF．81／16）§ales　No．：E．79．1．21

　　会議の報告。一般討議の概要，会議補助機関の報告，会議提出の各国および国際

機関のリポート類の一覧，採択された決議や決定の本文等が掲載されている。

　　〔＊注：この会議は開発途上国の開発を・促進するために，技術面の国際協力（国際

’連合を中心とした）のより有効な方法を見出すために開かれたもので，我が国を始め

とし，14ヵ国が参加した。そして「開発のための科学技術ウィーン行動計画」を採択

した。この計画は1980年代の開発のために必要な科学技術協力の指針を与えている。

内容は開肇途上国にたいする科学技術能力の強化，科学技術分野の三連システムの役

割の強化，既存の科学技術国際関係パタースの再編などの諸勧告を盛り込んでいる。〕

14。食糧欄題

〈事例〉，　　　　、・

　　　世界食糧：会議資料を調べたい。・

　　　1974年11月5日から16目迄，，ローマで開催され，次の様な会議の全般的な報告や宣・

　　言文が刊行された。

　　　Report　of　the　WQrld　Food　Conference，　Rome，　5－16　November　1974，

　　　　United　Nations．　NeW　York．　1975．　64　p．　（E／CONF．　65／20）

　　　’　Sales　No．：　75．II．A．3．

　　　　世界食糧会議の成果報告。国際農業基金，世界食糧理事会，世界食糧情報システ

　　ムの新設，世界的規模の食糧備蓄体制等を提案している。

　　　Prelirhinary　paper　on　assessment　of　present　food　situation　and　future　outlQok．

　　　　8　May　1974．　NeW　York，　United　NatiQns．　74・　p．　（E／CONF．　65／PREP／6）

　　　　世界における飢餓と栄養失調の現状，範闘とその原因を究明し，将来の食糧問題

　　を展望した世界食糧会議準備委員会資料。

　　　Declaration　on　’the　．eradication　6f　hunger　and　malnutrition．　’

　　　’　New　York，　United　Nations．　（Report　df　the　World　Food　Conference．

　　　　pp．　’　55－60）

　　　　世界食糧会議で採択ざれた宣言。「老幼男女を問わず，すべての人民は飢餓や栄

　　養失調から開放される権利を有する」等り12項目からな？ていや。

　　　国連世界食糧会議　七尾清　経済と外交　（632）：1975・1pp：　37～44

　　　国連世界食糧会議一FAO第17回総会に出席して一．七尾清　経済と外交　（620）：

　　　’　1974．　1　’pp．　21　tv27
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世界食糧会議の全貌一世界食糧問題解決への三一　農林省監修　国際食糧農業協会

　．訳昭和50520p（DM171－26）
・世界耀会議（・974年・・月，・一マで・33・9・　2・…人の参加回忌僻され規

の次のような主要資料の邦訳を掲載したもの。

樟界食糧会議報告書

（R・p・…f・h・W・・ld・F・・d　C・pf・・ence・R・皿・・1｛H6　N・y・mbe「1974・

　New　York，　United　NatiQns．　（E／CONF．’　65／20）　1975　64p．　Sales　No．　：　75．II．A．3

世界食糧情勢の評価一現在と将来一について1

（Assessment　6f　the　world　food　situation，　presept　and　fgtpre．　1974　125p・

　EICONE．65／3）　，　．’　’・　J　．　．　．
世界食糧問題一国家的及び国際的行動の提案四二こついで（The　W・rld　fQ・d　pr・・

blem－pr6pos．als　for　riational　and　international’action．　1974　237p．　（E／CONF．65／4）　’

但しChapter　20，’the　need　for　a　World　foQd　authorityは除かれている。）

15．　多国籍企業

〈資料〉
’　1）’@Research　of　transnatiohal　c’orporation．．，

　　　　New　York，　United　Natibns．Centre　g．ij　Tr4nsnational　CQrporation．　1976’

　　　　5ip．（E／c．10／12；E／c・10／12／Add・1）．

　　　　多国籍企業の政治，法律経済痢よび三会面における研究咳果をま、とめたもの。

　　多国籍企業の最近の発展概要；多国籍企業の性格，そのホ冬ト国および翠入れ国に・，

　　おける経回　政治，・社会，文化，法律面に与える影響について記し：ている。追加版

　　EIC．10／12／Add・1には多国籍企業関係の文献（国連刊行物を含む）の』目録を掲載し

　　ている6　　‘　　・　．　　　　　　　　　・　』・

／

　’2）’　SurveY　of　research　on　trahsnational　corporation．　．．

　　　　N’6w　York，　Cent，re　on　Tran．snational　Corp6rations．　1977・　53r　pl

　　　　（STICTC／3）　Sales　No．　：’　E．77．II．A．16

　　　各国における多国籍企業め政治・法律，経済・』社会㊧井面における成果につい」（・・

　　7ンケー・調飾果蝶識しlaもの調在ゐ醗方病徽そして範囲等が記され

　　ている。．

　3）N・ゆ・11・gi・1・ti・・．a・d・・ε9・1・ti・ns　rel・ti・9・t．・t・a・・n・tiQ・・1…p・・ati・n・・

　　　　N・w・Yb・k，　c・n・・e・n　T・an・…i6P・1　c・rp・ra・瞬・9プ83晦くsTlcTc／6）

　　　　’Sales　No．．：　E．78．II．A．3；　’1978　114，p．’　．（STICTC／6／Add．’1．　）　’

　　　　　Sales　’No．　：　E．80．II．A．5

　　　　発展途上，東欧および先進経済の諸国1各々における多国籍企業関係の国内法規の

一r一　’ T5　一



　主な特徴を調査分析し。（い’るttまた各国国内法規φ概要を国別に表形式で記してい

　る。・またこの資料の前の版；EIC・10！8およびEIC・10／8／Add・1は次の雑誌に翻訳さ

　れでいる6

　．多国籍企業に関する国内法規　林司宣訳r国際商事法務4（7）：1976pp．12～20；

　　　4（9）：　pp．　23一”29；　5（1）：　1977　pp．　26一一32；　5（2）　：’pp．　34一一38；　5（3）：　pp．．38t－

　　　43；　5（6）：　pp．　27，4－278　．．

4）多国籍企業の規制と対応一1一　安藤勝美　ア2ア経済研究所　昭和51、158p．

　　　．（経済協力調査資料65号）（A411－69）、　■一、

　　　国際連合における多国籍企業規制問題の動向（囲連における多国籍企業に関する

「決議の概要；多国i籍企業に開する有識者グルLプ報告め績介；新国際経済秩序一「新

’国際経済秩序樹立に関する宣言」と．　・r諸国二間の経済権利義務憲章」の内容紹介一；

、’dC諸国の多国籍企業規制；ヒッヶシルーバー修正と多国籍企業．；多国籍企業とエス

　・カップ三農途上国に対する影響．次の国連探料，第11章の全訳。

　　（Multinational　corporations　and　their　impact　．on　the　ESCAP　developing　coun－

t，i，・．雌ゐ卿纐如・・4三三4・雌・傭・…診ゼ…Z伽2Z・Pmb・t　・trat・9N

加ん・2嘱伽・幽吻・4…Z・Pm・n・　deca4・　i・’　・h・・　ESσA？．　「egion・Ch”Ple「

　Xl．　United　Nations．　1974．ELCN．11／DP／L．11）

5）国連多国籍企業委員会事玩び多国籍企業セγターの活動下男寧　国際商事法務’

　　　7：1979　pp．74tv76

　　　委員会とセンターの機能，作業経過（行動規範起草作業，汚職行為ゐ綿弓，三三

　・報告制度に関する国際的規準の設定）等を解説している。　　　　．、

6）　アパルトヘイトへの日本の加担一日本・南ア軽済関係調査報告一　．

　　　アジア太平洋資料センター　昭和5096p（DE71－30）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し　　　巻末に次の資料が掲載されている。日本の南アフリカ進出企業名一覧，ナミピァ

　の天然資源の保護に関する布告第1号（ナ：ミピプ理事会が出した布告で，．ナミビア人

　民の天然資源の保護，ならびにオミビア，その人民またはそれをとりまく資産に損害『

　を与える天然資源採堀を行なわしめないことを内容としている一1974年12月13日，国、

　連総会で採択された決議ρ邦訳），，等々ρ

7）　Bibliography　on　transnational　corporations．

　　　New　York，　Centre　on　Transnational　Corporations．　1978　425　p．

　　層（STICTC／4）Sales　No．；：E／E78．II．A．．4

　　　多国籍企業関係文献の目録。多国籍企業センターが機械綿纂を行なった最初の目

　録。なお，巻末には多国籍企業タンター（CTC＞の出版物（1972年7月．からi979年5

’月までの刊行分），やCTC・地域経済委員会の合向グループの刊行物のリスト等々・t．

　　　　　　　　　　噛　　　　　　一56一．



　　　慾多『舞働騨力画面てし駈一

　　　　　　　　　　　　し　　．8）・T・q・…ゆ・1’．e・・p・ta・i6n・，Lir・gf・・m…y．di・・b・q・ies”・pd　Sdmm・・y・緬・i・、’

　　　　　。Qnte・tr・．　　一．．　一．．．．．tt．．・・．．：ttt　t．．㌧

　　　　　New　Yorkl　centre・6n　Transnallqnai　c6rpbrations，1977・57p　T（sTICTc／2）

　　　．．1各甲で刊行されている会社琴覧の解説目録6月季の会社要覧も始点掲載されてい為。

　　　たとえばPiamond’s　Wh6’s－who　in　Japanese　Busilless．　T6ky6，．．DiamQnd　Lead．

　　　　　　　　　き　　．co皿PaPy・1st　ed・ユ974、20gP・＄us2ρo．とかJapan　Btisiness　direct6ry．．Toky6，．

　　，・・pi・m。・d　L・ad・cg・・Bi・nnial・　＄us・5・（li・ts　bf　J3pa・’・・，060　leadl・g・・mp’・pie・）

　　．等々ざ．．．　1　　．．　　．　．．．．　　　．．　．．・

16、．社会開発・　　　　　　　　　　　　t．

16‘1社会福祉’一．．：1．・

　〈資料〉’．

　．q．詳外国り社今福社：、．．．．、・』　「．、．、1．・．L㍉∫　　　、　　　N．．．

　　　　　（姻法人）1国回田祉臓会躰瞭員会・♀79’・54．P　．（EG2・一98）．．

　　　　　翠デソ7r4s”西ドイシ・三三；フランス賂佐プ判オラ剛
　　　アメリカ・カナダ・「オ」ろト．ラリ．ラ’における社会福祉事業の沿革，．社会福祉制度，．

　　鮭今福祉サ逼ビろめ現抹と．問題意・譲題等を紹介じζ∀～塩．老のほかジ．フ2ア1鞄球

　　　（俘ド，インド智ア・、フゆピン講臥タイ》瞬げ碓会期獅政’イン．

囑1鵡リ∵∵轡1奉1畔陶1唾
　　　日．本と世界各国との社会保障費を比較しだ資料を知りたい。．．

　　　　国際労三関から三嘆料が蔀され窟・る・．

　　　　The　cost　of　social　’security．　1949－1966．

　　　　．Gene’va．　，　lntematio．nal．Labouic’　Organizatiori．　Triennial．　’　一

　　　　　〔蘇・齢保障三三．…．・958タ・96P・．・96・貿・963・．・964ん・966：’

　　　　．．社会保障研究所訳，．刊’1961～1972

．．1．tt
@t．

D．

E＜三保圃究所論シV1・ズN・・．・4・・1＞）・11一・ D．． D・tt D・．．

　　　11The’　coSt’bf　sQcial　seeutitY　i．1966－1971；　8th　internatio．n’al　inqtiify：”．

．i，’ C　．．Gepeva．｛　lhterpatio，nql’ kabgpt’Qrganizqtien．．　”　”，’．，’　，，　．，’”1 1

　．O　．14ternationdl　’dire¢toty　of　6tga4izatib’ns　c6neetned　with　the　・’a／　g’ing，

　　　　．1977　．　54p，，Sales　No．一：　E．77LIV：10’；・　1978　s’upplement．’・1978　j　．45p．1

．．d57一



　　　　’Sales　No．　：　E．78．，IV．13　（ST／ESA／86）

　　　鯛で老燗題轍っている獺のダイレクトリー・各国別に・　・1｝々・機関名・

　　師・賄機能部動内容と計酊干晒直濡・使脂語鱒漉している・

〈事例〉

　　国際連合における老人問題の取組みについて

　　　国際連合総会は1969年以降，老人問題を審議に取上げている。今迄に次の様な資

　　』料が刊行された。・

　　　The　aging　：　TreridS　and　policies．

　　　　1975　103P．　Sales　No，：E．75．IV．3　（STIESA／22）

　　　　世界に．おける老人の実情を調査し，その結果をまとめたもの。老人の定義人

　　口の趨勢，各国における老人福祉サービス政策，男女の平均定年年齢等を掲載して

　　いる。
　　　　〔翻訳：各国人口の高齢化一その動向と政策一地域社会研究所駅・刊　昭和53

　　137P〈高齢こ生きる〉別冊〕

　　　Old　age．　lnternational　social　science　’fournal．　1963　No．　2　1．

　　　International　directoty’　of　organizatigns’　concerning　with　the　aging．　，

　　　　1977　54p．　Sales　No．　：　E．77．IV．10　（ST／ESA／63）

　　　The　aging　in　slums　apd　uncontrolled　settlements．

　　　　　1977　48P．　Sales　No．：E．77：IV．2　（ST／ESA／．55）・　’

　　　Old　age；a　．problems　for　society’as　a　whole．　WHO　chroni．cle　1974　No．　11

　　　　Question　of　the　elderly　and　the　aged．

　　　　　1976　18P．　（E／CN．5／531）

　　　　Thq　aged　and　so6ial　security；　report　of　ILO．’

　　　　　1976　28p．　（EICN．5／533）

16．4児童

く資料＞

　　1）　Report　on　children　1971

　　　　　t971　58p．　Sales　No．　：　E．71．IV．3　〈STISOA／104）

　　　　　世界におけ6児童の現状報告』児童の保護（健康と栄養の問題），特5Uの保護

　　　を必要とする児童（身体障害児，戦災児），児童ρ虐待，，’児童とその働く母親の欲

　　　諸等，児童ゐ成長，．各嗣の児童対策（46ヵ国の国家事業計画計一　教育，保健およ

　　　び社会福祉）を概謙。

　　2）フ「ノ・ド…7’ト．ラス十夕鶴版一

　　　　　世界銀行東京事務所　ユ980
　　　　　次の様な種類のデータを世界地図9枚と付表（国別）に記載した統計資料。

　　　1975年央の1人当りGNP，0～14歳ゐ子供の数（1975年と．2000年）・・普通出生率と

　　　出生数（1975），誕生時の平均寿命（1960年，1975年），乳児死亡率く1970年・1975

　　　年），幼年労瀦（・975年），小学校就学率（好と鱗・975年）・『中学櫨学率

　　　　　　　　　　　　　　　　　一一　58．一一一　’　・，　’．



　　（女子と全体，1975年），’小学校における生徒対教師の比率（1960年，、．1975年）。

＜事例ン

　1）　国際連盟および国際連合で採択さ淑た・「児童権利宣言」璽係ゐ文書を知りたい。

　一国際連盟一、『’

　　①League　of　Nations　othcial　journa1，．Special　su．pplement　No．21　Sept．，’　1924

　　②1924deneva　’　Declaraセion　of　’the　Rights・of　the　Child．

　　　　　League　df　Nations，　gfficial　journalジSpeciaL　supplement　No．28：1

　　　　　Minutes　of　the　5th　Committee．

　　　　　児童権利のジュネーブ宣言の国際連盟総会ぬおける審議の概要が掲載され

　ている。

　一国際連合一

　　③commission　on　H：umah　Right昌，　feport・6f　the　15th、session．・

　　　　　E・・n・mi・and　．S・・i・I　C・U・・il，28th・Sessi・n，・年・i・1　recq・d・．・upPl・ni・nt

　　　　No．8

　　④Res．olution，　Genera1　Assembly．14th　session，15　Sept．f　13　Deceniber　19S9二

　　　　　（Genetal　Assembly，14七h　Session，　officia1．records，　supplemept．No．　i6）

　　⑤DeclaratiQn　of　t：he　Rights　of止e　Child．・

　　　　　Yearbook．of　the　United　Nations．1959　pp．192～199ボ

　　③は児童権利宣言め人権委員会での審議（総会での審議以前〉の概言を掲載。総

　会における審議概要に「国瞭連合軍14総会の事業」中巻・「外務省　昭和35、pp．48

　ツ73に掲載されている。そ．して最終的に成立した宣言は第14回総会決議として④お

　よび⑤に，、また，宣言め目本文は次の資料に記され争いる。

　　児童¢）権利宣言条約化の動向

　　　教育研究会　季刊教育塗　（30）：1978，冬季号．

　　児童福祉概説　徳永寅雄・木村武夫共編

　　　ミネルヴァ書房1969276p（EG57－1ξ）

　　．付録に児童の権利宣言の邦訳本文を掲載。　　’　．　　　　　「　　　　　、

　　　し
　　〔注：「児童の権利に関する宣言」は1959年半総会に・よって採択されたもので，

内容は10の原則からなり・すべ⑱タ障の福祉のための離を三七ている・耳ロ

　ち，．すべでの児童は，自己または家族について人権，皮膚の色，性，．言語，』宗教；’

政治上その他の意見・国民的又は社今的出身・財産門地もレくは他碗位みため

　に区別や差別を受けることなく同宣言に謁げられている権利を享有するものである

と宣言してい6・〕　・．＿一1　．　・・．「∫
2）　国際児童年の背景と事業について

　　Declarati6n　of　the恥ghts、of　theρhild．、

　　　（Y・a・b・・k・f・h・U・i・・d’N・・iq・・r・95g　PP・・92～・99）「．』，

　　　児童権利宣言の本文を掲載。

　♂s・rpm・・y　reρ・・d…f・h・507－5io・h　M・6・i・g・3（EIICEF／sR．507－516）
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，’@’@”Report・　pf　the．　Committee’6f．N6n－governniental　’・Organizations，　fot　the

　　　　　　International・’E（ear　of．　the　Child．　1980 　5P．　（E／hl．CEFINGPI181）　’　．

　　　　　・IYC・t・P・・f；・n・W＄1・tt・・嶺h晦t・蜘・照I　Yea；・晦Chl14　Secreゆ叫‘．

　　　　　　と・）・A・gi・・977　一（・2）・A・9・・／S・P…．・978・2（・）：．・・t’・r・978二以・2）・・

　　　　　　Deci，　1979：’

　　　’　Directory’　of’nati6nal’　act’i　oh　for　the　interriatiprial’action，fQt　the　ln’ternational

　　　　　　　Year・　of　t．h’e　Chi｝di　1979．　39’6p．　（EIICEF／663）’　，

　　　　　　世界各国におげる国際児童年のtcめめ国レベルの事業内容を掲載しているσ

　　　　　1　The　situation　of　children　’in．　the　deVeloping　Wdrld　；’　q　rep6tt　for　the　UNICEF

　　　　　　猫膿灘、；llhe，　internationa’踊曲rl’μ

　　　　　　「国際児童鞭鮪料」子ξもex一・97咋版一驚こ挫を同型緬、
　　・．t－t・』：’こ草土文化刊1979・PP，482～500

　　　　　1YCレポート　二本ユモセブ協会　（1）：1977．8～2（12）’：1979．12’』（Z6－1244）

ゴご薗門下丁丁盤繋ニテご鱒臨i孚8。11∫ゴ’［・㌧．1’、一

↑6��?增諱堰Er’一・忌’㍗「1・’，，
　　　O’　．Rehabilitation　6f　disabled　pe’rsonS；’　．　・’　．　’，

　　　　　　Co’mmission．fot／’th’　e　Soqlal　Dev61gpnf．iep．t；一1974　22　／p．　〈EICN．5／500）

　　　　　　　リハビリデーシdン㊧定義身体障害者対策に関する国連の活動サービス活

　　　　．動を行なちう麺の具体的儲蘭にふ紳・る61ig75年1月揖舗発委員会討

　　　　議のためめ・㍉クグランドペーパー。，　　・tt∴幽’い

　　　く事例〉・ttt幽　　　・　　「1「1．　1、、　　、．．∫．，，・「、

　　　1）＊心身障害者の権利に関する宣言の本文を調べ’たい。

　　Declaration　on　the2Rights　of　Dis’a’　bled”Pet．sons．　’

　　　宜・血・n・igh・…．c・ゆ1・tl・n　gf　in・・r・・ゆ・1・ih・ゆ・・t’・qf・he1　U・i・・d、

　　　’NatiQns．　1978，　・pp．　127ts：・128　Sales’　No．　：　E．78．　XIV．　2　（STIHRIIIRev．1）

　　次の資料にも掲載されている6「

蒲弓箭↑る寧言（要r）畔12脚・第3面面蓼

　　　周購勢門のし励魂全参加と平笹、月梱騨賜斜9811

　　　　pp．11’h－13　’　．　・　’　’　’　’
　　　〔＊注・碑轄老罪する翻糊し入梅市民紅聯鵠繍的及び社「

．・
?I権利を保障すNき旨を現回した1β項から成る宣言〕1　　　　　　　　　　　　、

2）　国際障害者年（IYDP）1こ関する資料を調・ミたい。’

国際障害者年L関係資料集一　N・．2、

　囲際障害者年推進本部’1980・＄4P』、（EG61－146）　t・　t「「
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　　　国際連合における国際障害者年関係決議三等を中心にまとめた資料集である。

次の髄講を罪していう・国連に蛎る門門嚇門経三三三国購
害者年行動計嘩要旨一概念と主な原則，・各国が取るべき措置国連の事業国際障

　害者年の背景，’各国の対応状況。そ’して薗連総会で採択された次め様な諸決議の本』1

　文（邦文〉を掲載している。精神薄弱者の権利寧言（1971・12・2σ、第26回総会決

　議）；・障害者⑱権利宣言、（1975・12・9　第30回総会決議）；個際障害者年に関する総

　会下決議（1976．12．16；12．20；12117）

　　国際障害者年一完全参加と平等一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

　　　国際連合広報センタL　1980　リーフレット

　　　IYDP㊧背景，目的，活動，行動計画を記したPR、資料。．

　　IYDP　レポート．（1）：1980．10一　’．

　　〈財）日本4一身ブ協会』、（国際障害者年活動のニュ・一ス誌）

　　国際障害者年のしおり「完全参加と平等L

　　　1．日本国際連合協会　198125p

　　　・国際障害者年（IYDP）㊧PR資料。国際障害者年の目的，第34回国際連合総・

　会で採択され牟IYD？1行動計画の要旨，精神薄弱者Q権利に関する三三や障害者’

　の権利に関する宣言の要旨，国内のIYDP．活動の概要を紹介している。

　　ともに生きるr国際障害者年L、

　　　目．本9二Tkzフ協会　199r　PR資料。、

　　自虐障害者年に害せ牟タルト・・ワをトハイム甲導事務総長の声明・世界の障害者

　　．．ゐ数。国際障害者四丁発展途上国ではい』ま，Dateline　UN（52）：1981．1

　’国際障害者年一発展途＃国ではい奪：一⊇ateli⊇e　UN　L（53）：1981②PP・3N5；

　　　（56）　；・　1981．　5，　．pp．　2－4；　（57）：　1981．　6，　pp．　2t－5．；　（58）．：．　’1981．　7　p．　3－

　　Interriational　Year．　of　Disabled　Persons．　1977　16p；　（A／32／288）　．

　　International　．Yea；　of　Di．sgbled　Persons；’reporc　6f　the　Sgcretary－Geher．al．　”　．

　　　1980　39p．　（A／3s／444）

　　S・mm，・・y・f　mg・・utC・c…9・ni・g　imp1・皿・P・・ti・n・f’th・Decl・・a・i・n・f・th・

　　　Rights　of　Disa．bled　Persons．　1979　．13p，　（E／CN．5／557／Add．3）・　’

　　Preyention　of　disability　and　rghabilita，ti6n　of　disabled　pers6ns　；　prgject　rbpor．t　

　　　of　the　SecretatyiGeneral．　1978’・．．19p．　（E／CN．　5／565）’

　　The　lntern．ational　Year　pf　Pisabled　PegS6ns．　1981　．　20p．　’

3）最近，国際連合の刊行した身体障害者関係の文献を知りたい。・

．lritegration　of　disabled　perspns　into　community　life．　1981z　84，P．1’　，’　．’1

’　Sales　No．　：’　E．81．IV．1　（ST／ESAIIII）

Comparative　study　gn　legiSl’ation，．’organization　・apd’adMinisttaion　pf　reha－

bilitatiQn　services　．folr　the　disiabled．　1976　’183p．；　（ST／ESA／28．）

Obstacles　limiting　the　acccss；6f　disabled　ehildren　t6　rehabilitati’on　’s6rvices’

　4nd’education．　＄ales・No．：　E．76．IV．8　（STIE＄A／47）．’

Social　’　barrierS　to　the　integ士ation　of　disabled　persons　into　com皿unitY　life．

．　一一一一　61　一



i

／

　　　　　1977，　33P．’Sales．　．No．：・E．77，IV．6　（STIESA／62）　・　．．

　　　Recent　tre．nds　in　！e’gislati．on’　cgncerhing．　r．ehabilitatidn．，　serVices　fbr　．disabled

・　P・t・…ih蜘・ed・b・…i・s’・　1・9773・P・r・1・・耳6・・78・IV・1・〈sT／ESA”3）．

”t，、蓋鍵田．町酒γセ1鰍斧国騨噸査騰判こ？・

　　　．．R・h・bili・・ゆ．　fp・・h・di・qbl・d・．・h・…i41・nd　ec6…i・i皿Pli・a・i。n’・・f　1項・

　　　　　…tm・・t’・f・繭i・’．pri・p・・e・．．1977・70P・S・1・S　N…耳・77・IV・1．1．．（STIESAI65）

　　　，＄pecifi・m・a・u・e・’tg　meet　．th・need　f6t　．…recent　li・i・g・ii・i・6・皿・pt”　f・・．．　th・

　　　　　・血・・伽1b・・abl・g・・U・r・f　・’・r’騨ep・・t・｛th・Secret・・y－G・he「al・1978

　　　　　44pl．（E／1978／91　a・d．・Aqd・・1）1．．

　　　P・ey・・ゆ．・f　di・qbili・’y・　and．．・eh・bili…i…f　di・abl・d　p6rs・n・・P・・9・ess

　　　　　rgport．of，the．　Segretary－G，　e4eral，　1978　20p，，（EfCN．5／565）

4）．精神薄弱者権利宣言（1971．12．20）の成立経緯を知りたい6・

成繋今開騨で岬羅鍔∵71年12129日’『．卸6寧総会で・

／P，eclaration　oh　the・．Rights　of　Mentally　一Ret4rqed．　Pers．gris’；’　Proclamed　by　the

　　　　General／’Asserr｝bl￥．．t：f．．：　the　．United，　Nati6bs　．on．，．201’Decel“，ber　1．971．．

　　　　Resplution　2856　（XXVI），

　　．＜本文＞

t　ttt

煤D．

ｼ潔1鵬n；1搬鶴甲tlマme㌣tsρl　t与岬幽

くlll驚1∵∵．岬∵ll堺鵬
D・・1・・a・i・耳ρ壬止・・＃・h・・’．・！．・h6鱒・all・・e・q・d・，d・．c・血皿ti・i・ai・i・n　fゆ・h・

　　　　Permqnent　’r’eprcsent，atlves　’　Qt’．　France　to　the　’United．　Nations．　addres’sed　to

　　’　the　Secreta’ry－Genetal．’1969’3P：　（E／CN．5／451）一”　．　’．一　．　”

　　　　1969年・社会開発委員会で仏代表が畢鰹した宣言案。

．．．D・qf・　’Declq・a・i・P・f．．・he．Ri琴平1・：．ρf、・！・．画・al酉．Rrt・・d≒d…te　b・．・h・

　　　　Secretary－General：　1970　・　4p．　（EfCN，5／468）　．

篇羅耀搬器導亨F聯繋Nlll岬pq）「
・一

bommissi6n，　for，Soclql　Develgp．　ment，　R．’eportl　o，　h．tl　e’　2，　2nd　Ses，＄ion　（，1－2？　IMay，

灘恕’∵1∵噌1．鱒’1働1岬1’751t∵ll串’on’i’．S”p一，・

　　Rgsolq．　tion，”Econo，mig　ahd　SQcial’Coqpci，1，　．　Qflicia！　reborqg，　50y，h　Se．ssioh．

　　　　11－13　Jan．．i　and’　26・Ap；．，　，一21　Mayi　1971，　＄uPplement　No’・　1　，P’p：　13’一14　．

　　　　前者ぽ社会開発委員会∴後者ぽ経済社会理事会で採択され癒宣言案の本文を．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　T．　62一　．．　．　．，
　　　　　　　　　　　　ノ



17．・

掲載。なお審議の概要は1、・経済社会理事会は議事朗報E／SR・　1771に，総会は

A／c．3／sR．1905と本会議議事速記録A／Pv．勿27に記されている。

社．会防衛

＜事例＞

　1）　国連で採択した「在監者の処遇に関する最低基準規則」塗掲載した資料

　　く本文〉

　　　　“Standards　minimum　’fules　for　the　treatment’　of　prisonersi”　lst　United

　　Nations　Congress　on　thg　Trgatment　bf　Offenders，　Geneva，　22　August－3　Septem6er

　　　蔵幅5♂細細騨喩d聯：1956’　A／CONF’6／1

　　　〔翻訳：被拘禁者処遇最低規則（1955）法務省訳　成文堂　昭和47　（刑事政策講

　　座隅2巻p．345～356）〕

　　　「揃一興最低馨鋤一凹型潮殉難止及び鐸者翠会議の決議」
　　　刑政57巻6号　1956．6pp，　45～57．

2）死刑廃止に関する各国の実情について

　　　国連総会は死刑の問題の研究を1959年から始めている。そのため経済社会理事会は

　　1960年te－国連事務総長に死刑の種々の面について、の実情報告を準備するよう要請し

　　た。1963年以降，次の報告が5年毎に刊行されるようになった。それぞれ死刑関係の

　　国連の活動を略述し，死刑廃止国や死刑制度を有する国からの報告を要約掲載してい

　　る。即ち，これらの国の最近の法制度の変化，死刑政策などを簡単に紹介している。

　　U・il・d　N・・i・・s　capi・・l　puni・hm・n・・．・962．74P・’・（ST／sOAISD／9）

　　　Sales　No．　：　62．　IV．2

　　　　〔翻訳：世界各国における死刑制度について　法務省刑事旧訳　昭和38〕

　　United　Natiops　capital　punishment　：　1961　to　1965．　1967　58p．　（ST／SOA／SD／10）

　　　’〔翻訳：世界各国における死刑一1961年から1965年までの発展　法務省刑事局訳

　　　　昭和44〈刑事基本法令改正資料16号〉〕

　　　Capital　punishment．　’1973　27p．　（Ef5242）

　　　’〔翻訳：世界各国の死刑　法務省刑事旧訳　昭和49’＜刑事基本法令改正資料17

　　　　号〉〕

　　Capita1　punishment．　1975　16　p．　（E／5616）

3）犯罪防止と犯罪者の処遇に関する国際連合会議の資料を調べたい。

　この会議ほ犯罪防止政策について協議する場を提供し，この分野の進歩を促進する

ため1950年以辛5年に一度開かれている国際会議である6今迄た次の様な報告が刊行

された6

United　Nations　Congr6ss　op　the　Pgevention・of　Crime　．and　the　Treatment　of・

　　Offenders．　Report　prepared　by　the　Secretariat　：

　　lst　Congress．　Geneva，　22　Aug．，　一3　September　1955．　1955　103P．

　　　　　　　　　　　　　　　一　63　一・



　　　　（AICONF，6Ll）　（364．063－U58　r）

　　　2nd　Congress．　．London，　8－19，　Aug．，　1960．　1961　95p．　SaleS　NQ，：61．IV．3’

　　　　（A／CONF．　17／20）

　　　3rd　CQpgress．　Stockholm，．9－18　Auginst　1965．．　1967　69p：　”　’・a

　　　　Sales　Ng．：　67．　IV．1　（AICPNF．　26／7）．

　　　4th　Congress．　Kyoto，　17－26　Augus．t　1970．　19，71　66P．

　　　　Sales　No．　：　E．71．IV．8　（A／CONF．43／5）

　　一5th　Congress．　G．eneva，　1－12　Se．ptember　1975．　1976　’，　82p．　’一，

　　　　Sales　N6．　：　E．76．IV．2　（A／CONFi56／10）　‘

　　　「2種の国際会議と刑法の国際的課題，一第一回国連犯罪予防及犯罪人処遇会議ど

　　　　第三回犯罪学会議」　牧野英一　季刊刑政　4（4）、；1956・11、PP・ら0～84』

，’@「狛罪防正および犯罪者の処遇に関する国連ロン爵ン会議」　浦辺　衛、法曹時報

　　　　12（11）　：　196Q，　11　pp．　30　一一50

　　　「犯罪防止及び犯罪者の処遇に関する第3回国際連合会議とその歴史的背景」

　　　　馬場義続刑政．77（2）：・1966．2pP．12～17

　　　「癬防止および犯霧の腿噸する第3回聴世界会議から勝尾鑑〔他〕

　　　　刑政77（2）：幽1966．2，pp．18～55

　　　「犯罪防止及び犯罪者の処遇に関する第4回国際連合会議録一1970．8．17～26，

　　　　京都」法務省、1970　186p（A741－7）

　　　「犯罪■’非行の防止と規制に対する公衆の参与」犯罪防止および犯罪者処遇に関す

　　　　繍4關組合会議の7rキングペプー藤野旧訳、
　　　　、更生保護と犯罪予防．5⊆1）：1970．．8pp．66～91．

　　　「第4回国際連合犯罪継台蕊よび犯罪者処遇会議分科会報告書」腿　82（4）：・

　　　　’1971．　’3　．　．　pp．　’30t－61

4）＊人質防止条約（lnterriational　Convention　against　the　Takirig　of　Hostage）に関

　　する文献を調べたい。　　・　　　　ご

　審議の概要は「国際連合第一回総会の三三」　外務省国際連合局　㊧次の回（会期）

のものに掲載されている。第31回　下巻　PP．467～479；第32回　中巻PP・238～

245；第33回　中巻』、pp．　232～239；第き4回　下巻pp．661－678。総会における討議資

料のリストは総会の公式記録の補遺General　．　Assembly・Official　Records・Annexes

の次めナシ■“’・一一のも6に記されている。31st　ses吊ion・Agenda　itCm　No423；32nd

session　Agenda　item　No．　119；　33rd　session，　Agehda　item　No．　120；　34th　session

Agenda　i重em　No。1i3　また討議の内容はA／31／PV・99；A／32／PV・io5；奈／34／pv・105

にそれぞμ記されている。なお条約本文は．「国際語合第34叩総会の事業」　下巻

pp．667～676に掲載されている。

　．，〔＊注：人質防止条約の起草・審議は第31回総会（1976．9．28）でゲ）そシャー西独外

相力『人質行為を禁止し犯人を処罰するP・1、処罰Oために引渡しを行1条約を国連が起

草するよう提案したのに始まる。〕

：一一・　64　一一一．



18．人口・問題

＜資料＞

　1）　A　Bibliography　of　United　Nations　publications　’op　population，

　　，　New・　York，　N．Y．　United．Nations　Fund　for　Population　Activities．　1979　251p‘

　　　　’（受入れ中）

　　　　国連とそap．専門機i関で刊行された人口分野の出版物（図書や雑誌で1979年現在入1．

　．手可能のもの。絶版となったもρは除かれている。また二二連合総会およびその他り．

　　機関のドキ出メント二人口関係の記事を掲載するとき・．それら炉一般公衆の入手が不

　　可能のときは含まれてない。すべて1965年から1979年迄の刊行分である。）の解説目・

　　録。∫　　　　　．　　、・　　　　　　．『一　・

　2）　The　Unitqd　Nations’and　po加lation：血alor　r6solutions　and　instruments．

　　　　Dobbs　Ferry，　Oceand　Publications，　lnc．　1974　212p．　’

　　　　国際連合およびその二二機関℃1946んig72．二巴に採択された人口関係の主要な

　　決議，宣言ジ条約め本文を集あ準もの。

3）・P・P・1・ゆ・pd　Vi・・1．・S…i・・i・S・6P9…Qti・・…1・・

　　　　New．York，，　Statistical　Office　of　the　Unitg．d　Nation＄．　．　（Z51－A3Q2）

　　　　3ガ月毎に人口および死亡統計データを掲罰すう。’1又1年毎の導’rロッパ，アジ

　　　ア） アフリカ，北アヌリカ，．ラテン7メ，i）カの地域別人『統計もある。

　4）　DemQgraPhic　y’eatbook．　Annual．

　　　　New　York，　Statistical　Office　of　the　Unit．ed　Natidhs．　（DT211－5）

　　　　世界の主要四域。人口とその増加率，君門球び死亡率，’人p推計，出生・死亡数，

　　生命表（男女別特定年令別の平均寿命），結婚及び離婚などの統計データ。

　　　〔翻・偉界人・年鑑靴〔監訳〕膳房雌（・966）r・・一1年刊（DT2・・一・）〕・

〈事例〉．

　　世界の将来の人口tlとついての統計資料を知りたい。　　　　　「

’Growth　of　the　world’s　urban　and　rural　population　：’　1920－2000．　’

　　1969　’124p．　Sales　No．　：　E．69．XIII．3　’（ST／SOAISER．A／44）　・

　　1920年から2000年迄の世界の都市および農…村ゐ人口成長率をIO年間隔で推定して

いる。各国のセンサスセと基づいて作られたよ

The　’determinants　，and　consequenges’．of　population　trends．

，・973・66・P・S・le・N・・、：E・73・文III・5（sT／soA／sER・岬）

　　人口趨勢に影響する要因と趨勢，経済および社会状態に与える影響について調査

したもの。初版は1953年，・以後逐次改訂版が刊行されている6

19；環1境

＜資料＞

　1）　Declaration　of　the　United　Nations　C6nference’bn　the　Humari　Enviroriment．

一・@65　一



　　　1972　pp．2－7　（AICONF．　48／4）　．　・一・　．
　　国連人間環境会議（ストックホ＞Vム会議）で採択された宣言。環境に関する権利ど

　義務，天然資源の保護，’海洋汚染の防止など26項目の原測からなっている。

　　〔翻訳：国連人間環境会議の記録．環境庁　pp．15～23　（EG281－21）〕

2）世界各国の人間環境一かけがえのない地球一　　　　　　．　　’　．　　、

　　　鵬細船齢艦修躰総合晦騨・977全6巻（EG28・一・4）「
　　1’巻アジア・オセア．モア433p；「2巻　ヨマFッパ’〔1〕451p；3巻　ヨーロ

　ッパ亡2〕433p；4巻ヨーロッパ〔3〕・中近東487p；5巻アメリ＊444p；’

　6巻アフリカ589p
3）　Rep6rt　of　the’　United　Nations　Conference　on　the　Human　Environmeht

　　　Stockholm，　5－16　June　1972．　1973　77p．

　　　Sales　No．　：・E．73．II．A；14　（AICONF．48／14／Rev．1）　’　，

　　　国連人間環境会議成果報告

4）　En章ironmental　Iaw：』All　in－depth　review．　　　’

　　　Nairobi，　United　Nation＄　Environment　Programme．　1981　274p．

　　　（UNEP　report　No．2）

　　　次の様な国際機関（政府間機関や民間機関）に黙ける環境法関係の活動概要が記’

　されている。国際連合（国連環境計画，困際法委員会・：『一ロッパ経済委員会アジ

　ア・太平洋経済社会委員会，第3会期国連海洋法会議）》その専門機関（ILO，　FAO，

WHO，　WMO，　IMCO，「WIPO，　IAEA），その他の政府間機関（欧州共同体，経済’協

　力開発機構，コメコン，．アジア．・アフリカ法律諮問委員会），民間機関（国際自然・

　天然資源保護連合，国際法律機関，国際環境・開発協会）。これら機関における環境

，法分野の規準P．規範を確立する活動結果や将来の行動見通しを記しfいる1なお前

　記，専門機関の活動の項の終りに，これら機関が刊行した環境法関係資料が掲載され

　ている。

5）　lntgrnational　protection，　of　the，　environment；’treaties　and　related　ddcuments．

　　　Vol．　1　．

　　　Burster，，　Bernd，　and　Sinuma，　Bfuno．　Dobbs　Ferry，　New　’York，　Oceana

　　　Publidations　lnc．，　1975　489p．　（C4－11）

　　環境の国際保護関係の国隙条約・協牢または関連条款，国際連合総会の決議や

　OECD¢）勧告，海洋汚染防止関係の協定やその侮の取決め等々の本文を掲載してい

　る。、

6）　Register　of　internation，al　conventions’　and　protocols　in　the　field　of　the　envi－

　　　ronment．　Nairobi，　United　Nations　Environinent　Programme．　1977　96p．

　　　（UNEPIGC／INFORMATION／5）

　　　環境関係国際条約の加入国，効力発生国一覧。条約毎に次の事項を掲載している。

　条約ゐ韮式名称，目的，条約条項のサマリー，条約加入国各加入の日と場所，効力

　発生日脚。なお追加加入国を記したサプリメどトが逐次刊行されている。
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7）　Man　apd　the　environmertt．；　a　bibliography　of　selected　pub．lications　o£the　Uniteq，

　　　，Nations　6yste血1946－1971．　Winton，　Harry　N．M．　Ne磁York，　N．Y．，’R．R．

　　　・Bowker　Company．・　1972　・305p．　（EFIOI）

　　　　国際連合及びその専門機関で刊行された人口や環境関係出版物1，200点る解題目

　　録。主題別に排列されているが，次の項目もある。事典，書目，・ダイレクトリー，・定

期刊行物なお醜こは悪名・シ’リーズ．四ア〃・翻ρ蝋引鮒され節る・
〈事例’〉

　　クジラ保護国際条約の本文を知りたい。．

　　　つぎの資料（国連環境計画）によって我が国の発効年月．日と条約の正式名称を調

　　べ・その後・、法令全書一2（政令・条約．・痢省令・雀令）一の中の条紳の項で条約本

　　文を見出した。　　　、　　．　・　　　∵…，

　　　　吻・・伽・Z伽・漉・吻・駅・9ゆ・鯉川が解g∴J・如・・♀5・・
　　　　Apr，，　12　（Parties　and　dates．　ef　entry　into　forCe）

　　　（Register　of　interpational　60nVentions　．　and　，protocols，’in　thd　field，　of　the．　enyiron；

　　　　rpent・　1977．　UNEPIGCIINFORMATION／5　’pp．4一一5）

20・’自然災害’．∫．』「’　　1・・∫‘　tttt』．tt、

　〈資料〉

　　・》・Apnual・u嘔・y・f　i・f・・m・・i・ゆ⑳・1・di・a・・ers・

　　　　　Paris，　Unesco．　No．1（1966）一No．　iO（1975）（M91－1）畠・

　　　　’過圭1年間に堅甲で．発酵した天災（地震津波1火山爆発地すべりゼ雪崩れ）．

　　　、の発牛個所隙さ・轄状況を回している・また地回こづいて鯵考蝉も緯さ

　　　れている。天災の三三状況概要を知る上で良い資料で昂る・・1975年廃刊「とな．っ「たが・

　　　以後，次の資料を見るよう指示している。

’一 A膿はW・tld　．・　li・t・f　f・1・・nd　d・m・gi・g’・a・・h只・・k…　’N・w≒b叫B・・k・与i・e・．

　　　1…ギna・ip・・I　S・i・m・1・gi・al　C・n・r・1976・（・9．59）一　Annu・1；津波は1「i・・rna・i・n・l

　　　T・un・mi’lpfg・m・ti・n　C・n・・e・H・n・1・1・・Haw・iiカ・ら刊行軌て・・る定期三三；

　　　そして火山爆発はSmithsoniap　lnstitution・Washington　D．・9がモij行ずるSEAN

　　・（S・i・q・ifi・ev・・…七W・・k．）h・ll・・鄭，　　　　　　　　　”
　　2）　Ten　q近estiohs　on・uNDRo；before　and　after　a　disaster　uNDRd　ean　assist．

　　　　　Geneva，0岱ce　of　the　・　United　Nati6ns　Disaster　Relief　C6・prdinator．・1976『

　　　　　〔翻訳：10の要点：UNDROユtt
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　べ　　　　　uNpRoは。伍ce㎡th・u・it・d・N・ti・n・pi・a・te・R・！i・f　c・・q・di・・t…G・n・v・・

　　　鳩邦訳律髄災害灘活動謹官三所で南る・災害（自轍割外も含む）カ・

　　　発獣煙域馴し・昏眠機関磁甲掛を動員P，好し勲国連の救援活動
　　1他の救援活動との調整をはかるζ1とを主な任務晒している。、この小冊子はP；NDRO．

　　　・の設立理由，活動内容，1災害対策，災害を防ぐ方法等々，・UNDROの活動を問答形

　　　式（10）で平易に説明しセいる。’．’．

　　　　　　　　　L　　　　　　　　　　．　　　　　L’67」話こ「　・　　　　　・、　　．　　　．　　　．



3）　・　imdro　news’；　BirmonthlY’

　　　Geneva；　Oflice　of　the　United　Nations’　Disaster　Relief　CoLordinator．　・

　　　・国連災害救援活動調整官事務所の活動≒冨一ス誌。巻末には最近発生した世界に

　おける主要災害のL－ee〈月，．日別）がある。「最新の災害二＝・・一・〉〈を得るのに便利。’　．／

，4）・・Di・aS…‘P・e・・n・i・n・・d　mi・iga・i・n．；・・d血P・・di・m・f・Urren・kh・w1・dg・・，

　　　Genevas　O伍ce　oflthg　Upitβd　Nations　Disaster　Relief．　Co－ordinator．

　　　New　York，　N．Y．　United　’Nations．

　　　Vol．　1　Vdleanic　aspe6t　1976　49p．　（UNDRO／28／75　Vol．1）　；　Vol．2　Hydrological　・

　　　aspects　1976　100p．　（UNDRO（22／76　Vol．　II）　；．　Vgl．3　Seis；nological　aspectS．　1978

　　　’127p．　（UNDRO／22／76　Vol．III）；，Vol．　4・　Meteotological　aspects　1978　96p．

　　　（UNDROI22／76　Vol．IV）　；　Vol．5　Land　use　aspects　1977　68p．　（UNDRO／22f76／

．　’Vol．V）．；　Yol．　7　Economic　aspects　1979　74p．．（UNDRO／22／76　Vol．VII）；

　　，．V．ol．　91Legal　aspectg　disaster　legi’slation，　1980　67p．　（UNDRO／22／76　Vol．　／IIXI＞　；

　　　Vol．’　10　Public　information　setvice．　1979　142p．　（UNDRO／22／76　’Vol．X）

　　　天災を受け易い発屋途上国のために自然現象の特徴天皇について，そρ原因，

繍防妨法、または被害を刷・限に食止め訪熱々・天災謝するあ「ら嘱問題

、について記した指導書。高級政府職員，行政官，災害防止分野の技術専門家等々，広

、い読者層を対象にしている。’

〈事例〉

，「 ｻ漠化の問題と国連の対策についてb

　　　RepQrt　of　the　United　Nations’　Conference 　on　Des．ertification，　Naitobi’

　　　　29，　Aug，，一9　Sept．，　1977．．　1977　139p．　（AICPNF．74／36）　．

　　　　国際連合砂漠化た関する会議は1977年，ケ；アのナイロごで開催され，．94ヵ国の

　　約500広め代表が参加した。’本書はその報告q会議0背景，・討議概要採択された決

・．
cや行動計画および会議開催前と配布された資料〈議事：手続き規則等会議関係資料と

　　各国提出のナショナ＞uリポート等）．の一覧がある。

　　　United　N4tions　Confqrence　on　Pesertification？　29　Aug．，t9　Sept・；　1977・．

　　　　Round－uP，　？lan．　of　action　and・res’olutions．　1978　’42p．　．

議を灘鶯興いう噸騰の輝告騨た欄画論

21・・地域開発　一「▼「　　‘．　・「’　　　　　．

　〈資料〉　　・■　　　’　・．　・　・tt、　　‘　・tt’　　　　　　・「「＜

　’　O　Urban　land　policies　and　land－use　control　meaSqreS．．　1973　17．vols．・

　　　　’　Vbl．’　1　Africa．　’65p．　（ST／ECA／167）　SaleS　No‘：　E．73．IV．5　．

　　　　　Vbl．・　2’　Asia　．and　the　Far　East．’　1．’46p．　（STIECAI167／Aqd．．1）

　　　　　　Sales’　No．：．E．73　IV．　6　’．　i，

　　　　　V61．　3　Western　Europe．　212p．　（STIECAI167／Add．2）　Salbs　No．一：　E．73．IV．7　’

　　　　　　・　’　．　　’一・68　一・　．



　　　　vol・4Latin　America・，7gP・：（sTIEcA／167／Add・3）sales　No・二E・73・IV・8

　　　・　Vol．　5，　Middle　East．　38p．　（STIECA／，167／Add．4）　Sales　No．：　E．73．IV．9

　　　　Vol．　．6、Northem　A皿erica．162p．・（STIECA／167／Add．5）Sales　No，：E．73．IV．10

　　　　Vol．　7　Global　review．　196p．，　（ST／ECA／167／Add．6）　Sale＄　No．　：　E．73．IV．11

．1
@全7巻よりなる。各巻は地域別に判行され，都市の土地需要と供給に影響する要

　　因，都市の形態と構造，土地所有と賃貸，取得制度，都市政策と土地規制，土地規制

　　実施をはばむ障害，土地開発を規制する総合計画の役割り等の報告。

〈事例〉　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　、

1）　ラテンアメリカ諸国，特にブラジルの地価を知りたい。1

　　’前記資料のVpl．4Latin　Americaに掲載されている。

2）’国際連合人間居住会議の成果を調べたい。’

　’こみ会議の最終報告が刊行されて砺る。．　　．T　・、　　　．　　’　　‘

　　　　H・bit・t・U・it・d　N・ti・n・Cq・f・・gnce・・H・皿・4　S・ttl・m・ntS・　V・…uver・

　　　31，May　t6　11　June　1976．　1‘976　，　189p．一　Sales　’No．　：．　76．IV．7　（AICONF．．　70／15）

3）Galnbiaの国土計画を調べたい。、

　　Country　and　intercountry　programming　and　projects　s　country　programme　for

　　　Gambia．　（DP／GC／GAMIR．2）　’　．1　．

22．．人　権

＜資料＞

　1）　United　Natio’n’　s　action　in　the　field　of　human・rights．

　　　　1980　389p．　Sales　No．：E．79．XIV．6　（ST／HR／2／Rev．1）　．

　　　　国連創立以来，1977年迄の国際連合の人権分野における活動をレビ出一してい

　　　る。

　2）国際連合と人権

　　　　国際連合東京広報センター　昭和43　82p

　　　　国際連合の過去20年間における人権分野の諸活動を紹介している。先ず国際連合

　　　憲章の中での人権に関する規定から始まり，国際連合内諸機関や専門機関における

　　　人権分野の諸活動の紹介，人権と基本的自由，差別の撤廃，婦人の地位向上，人権

　　　擁i護の促進といpた項目別に，活動の概要と成立した条約・諸宣言等を紹介してい

　　　る。

　3）　Human　rights；　a　compilatio’n　of　iriternational　instruments　of　the　United

　　　　Nations：　1948－1973．　1973　104p．　（ST／HR／1）

　　　　1948年～1973年に国連およびその専門機関で採択された人権関係の諸宣言，規約，

　　議定書および規則等の本文を収録している。

　4）国際連合において採択された“人権分野の諸宣言”t一英文併記一

　　　　外装訳，刊196978P・（Aユ66－2）

　　　　次の様な諸宣言を掲載じているσ世界人権宣言（1948年12月10日採択）；児童の権
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利に関する宣言（19与9年11月20日採択労植民地およびその人民に対する独立供与に

、関する宣言（1960年12月14日i採択）；天然資源に対する恒久主権に関する宣言（1962

年12月14日課択）；あら．＠る形態の人工差別撤廃に関する国際連合宣言（1963年11月

20日採択）；人民間平和ならびに相互に尊重および理解の三三を青少年の間に促進す

る牟めの宣言（1965年11月7日採択〉；餌土的庇護に関する宣言（1967年12．月14目採

択）；婦人セ『鮒する差別撤廃呪言（1967年斗1月7日採択）；テヘラン宣言；，あら＠．る形

態の宗教的不寛容の撤廃に関する宣言案；’報道の自由に回する宣言案づ

5）国際人権条約資料集

　　芹田健i太郎編有信堂高文社』昭和54282，7p　（C2－43）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り
　　現在発効している，人権関係の国際諸条約の邦訳本文を収録した条約集である。

　世界人権宣言，ヒ国際人権規約，人種差別著増宣言，人種差回禁止諸条約，アパルト

ヘイ層ト罪の鎮圧及び処罰に関する国際条約，集団殺害罪の防止及び処罰に関する条

約，戦争犯罪及び人道に対する罪に対する時効不適用に関する条約，外国人の地位に

関する条約，難民の地位に関する条約同議定書，、国際連合難民高等弁務官事務所規

・程1領域内庇護に関する宣言・領域内庇護条約といっte，国際連合によって成立され

た条約や，ヨーロ少パ人権条約ジ，米州人権宣言，米州人権条約，ジュネーヴ諸条約等

々め国際条約を掲載している。

6）Yearbook　ofi　human　rights．’1946－annlia1．

　　世界における人権関係の卓法・司法の発展の成果を報告している年鑑。’人権問題

の国際協定の本文，馳’国レベルでの人権関係の憲法・立法・司法における発展の概要，

そして1年間に採択された人権関係の国際文書や種々の内部資料の要約を掲載してい

る。

7）世界人権宣言成立の経緯ゼ

　　法務府人権擁護局　昭和26121，’34　p　（自由人権叢書第9集）　（A166－3）

一難回嘩齢第3熱余（・948）　tlこ紺る黒人灘言戦歴幅に・その
・討議内容と成立の経緯を記している。即ち，機構，起案原則ジ宣言の性質を明らかに

している。しかし条文自体の審議は僅かに各会合に円いて採択された案文を採録して

』いるだけである。従って人権委員会（EICN．4）の審議にbいては記されてない。な

灘巻末には次の様な参考文献（国連資料）が掲載され七いる。

　　1．．Yearbook　oll　Human　Rights　1946－1947　・

　　’2．Yeatbook　on　Human　Rights　1947－1948，

　　3．United　Nations　Bulletins

Vol．　2

Vol：・　2

Vol．　2

Vol．’　2

Vol．　2

Vpl．　3

3
4
7
．
5
．
3
2

　
　
　
噌
二
　
り
侶

0
　
0
　
0
　
0
　
0
　
0

N
N
N
N
N
N

lan．　28，　1947

Feb．　4，　1947

Feb．　’25，　1947

’Apr．　22，　1947

June　1，7，　’1947

July　・8，　1947
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　　　　Y・1・3・『・、Nb・25．、D…16・1947∴‘t．　t1、…・

　　　　VoL　4　No．　2　Jan．　16，　1948

　　　　Vgl・．5　，　No．　1　July　1，　1948

　　　　Vol．5’　No．　10’／　Nov．　15，　1948

　　4．　，　For．　Fundamental　．　Human　Rights　：　’U．N．　Publication

　　．5．　．The　PepaHrtment　of　．State　Bulletins　（1947T1948）

　．　6．　IReport　of　the　EcononiiC　＆　Social　Coungil　’t6　the，　Gene’ral　．　Assembly　（18

　　　　’Aug．．1947－29　f）Lug．　1948）　 　．87p．・　（A／，625）．．，．

　　7．　Yearbook　gf　the．．Upited　Nations／1946Y47　’・．　・　．．．　，　c

　　8．　Yearbook　of　the　・United　Nations　1947一’48

　　’9i　G・n・・a1細mbly　O伍ρi・1　R・cρ・d・・f血・Thi・d　．　Sessi・n　P・・t　1－Thiτd

　　　　　Committee　（21　S．ep．一8　Dec．　1948）　，　901p・

　　10：　General　Asselribly　Official　ReeQrds．　of　the　Thirq’　Session　．Part　1－Pl．enary

　　　　　Meetings　（21　Sep．一12’Dec．　19．48）　1055p．

　　ll．　Economic　and．　Social　Codncil　Official　Records　・　Thi，rd　Ye’ar　Seventh

　　　　　Session　Supplerpent　No・　2　（，E／80Q）．　．’・　，

　．　12．　United　Nations　Docgpaents　AIC．　3／214　一y，　．AIC．3／407

　　13．　Our　Rights　as　Hupaan　Beings　：，United．NationS　Publicatiori．’

8）国際人権規約成立の経緯　　’』．　・　1　　、tt、　　．’、　．、　　　　　　．

　　t外務省国際連合局　昭和43「346P　（A177rl＞

　　　国際人権i規紳ほ国際連合総会が審議を姶めて々・ら1q年を経た1966年12月16日・‘第

21回総会で採択された。国際人権規約の内容と成立経緯の概要∫規約の審議内容（総、

会誌3委員会における条項毎の原案とそれに対する各国の修正案；討議された問題点

及びその審議経過，部会作成テキ■・トに対する修正案，各条要の表決結果，最：終的に

採択された条項本文）を掲寒して恥る。

9）’ 総ﾛ「人権章典」’一国際人権規約（及び選択議定書）の小史一

　　・国際連合広報センター　昭和5314p

　　　（原書：Th信International“Bi110f　Hulnan　Right5’∵1977・18Pr』・、、／’

　　　New　York．　United　Natipns．．）

　　　人権規約と人権宣言め面面，人権規約の起源，人権委員会を軽て総会に至る人権

規約嘱誰過の腰を訊ている・ま・蜷詠嘆三冠細回議糖の三国の、
　一覧カミある。

io）．国際人権規約草案註解・

　　　七曲合芹田蹴郎訳編・能堂高文社口弓偏563・3・’∴（．’A・66一・8）

　　　国際連合総会文書D・3ft　ihte・nati・nal．cgvenants・n　human・ights；ann・1タti6n

・・epared　b・・he・sec・・…y－G…r・1・　．U・i・ed．聯gh・4？rr　38gP・僻829）・の邦

　訳6国隣人権委員会に恥ける種々の意見や議論を三味している。

11）三際人権規約．
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　　　　外務省情報文化局　198070p　（Y111）

　　　国際人権規約の内容（各条項）を解説している。1979年6月，国会の承認を待て同

　　年9月発効した。　　　　　　　　　　　　　　　　L

12）国際人権規約（経済的，社会的及び文t，ヒ的権利に関す筍困際規約1市民的及び政治

　　　　的権利に関する国際規約1；市民的及び韓治的権利セ『関する三際規約についての選

　　　　択議定書）・世界人権宣言ttt国際連合広報センター　昭和5238P

　　　　国際人権規約と世界国権宣言の本文邦訳を掲載している。

　13）国際人権規約の実質条項と国内法との関係について　久保田・きぬ子

　　　　外務省国際連合局　1970　28p　（Y111）

　　　　国際入権綿約と国内法との問題点についての研究曄果をまとφたもの・国際人権

　　規約と世界人権宣言，国際人権規約と日本国憲法の該当部分の内容比較，そして結論

　　が記されている。

＜事例＞

　1）＊マスメディア宣言の全文を知りたい。’　　一

　　　　朝日新聞『昭和53年11月23日付に邦文による概要が掲載されている。

　　　　．月刊国際問題資料　外務省清閑文化島’1979年1月号

　　　　　　宣言文の邦訳文と英文が掲載されている。　　　　　　　　　　　　　　　・

　　　　第20回ユネスコ総会報告　外務省国際連合局　昭和54

　　　　　　ユネスコ総会における審議概要を掲載。

　　　　マスメディア宣言の成立一対決と妥協一

　　　　　国際連合の新しい潮流r国際秩序の構造変化への対応一一斉藤鎮男　新三三

　　　　　昭和54、pp．84～117

　　Records　of　the　General　Conference，20th　Session；Paris，24　0ctober　to　28

　　　　Nov6mber　1978．　Vol．’1Records．　Unesco．　pp．100～104．

　　　　宣言の本文（英文）を掲載。

　　〔＊マスメディア宣言は通称で正式名称は「平和および国際理解の強化ならびに戦
　　　　　ノ
争宣伝，人種差別およびアパルトヘイトに対する闘争における，マスメディアの貢献

を律する基本原則宣言」。第16回ゴネスコ総会でtt連が「新聞，テレビなどの情報メ

ディアを戦争，人権差別，諸国民間の憎悪を宣伝するために利用することをやめるた

めに必要な措置をとるゴ決議を提出，途上国が同調して採択された。’72年宣言案

が作られたが，，その内容について情報の国家管理の色彩の濃厚なソ連圏・途上国の意

見ど言論の自由を主弾ずる西側諸国間の意見が対立し，1974年，’76年のユネスコ総

会で修正要求が出てタナ上げとなった。しかし1978年，最終原案がユネスコ総会に提

出され，採択されるに至った。〕

2）戦争犯罪及び人道に反する罪に対する時効不馴用に関する条約の本文、

Convention　on　the　Non－Applichbility　of　Statutory　Limi’tation　to　War　．　Crimes

．・nd・C・im・・ag・i・…H・m・ni・￥・・d・P・・d・nd・P…df・r　sig・…f・・ra・i丘・蕊i・n

　　　　　　　　　　　　　　－72一



　　　a．n．　d　accession　by　General　Assembly　resolution　2391　（XXIII）　of　26　Noyember

　　　1968．

　　Htiman　rights・；　q　compilation　of　international　instruments．　of　the　United

　　　Nations．　1978　’pp．46t“48．　Sales　No．’：　78．　XIV．　2　（STIHRfl／Rev．1）

　　Treaty　series．　1970　Vol．754．

　　「戦争犯罪及び人道に反する罪に対す6’時効不適用に関する条約一1968．11．26国’

　連総会採択，含全文一の成立」　藤田久一　金沢法学　15巻1／2号　1970．5bp．174～

　223　（　Z　2－154）

．3）拷問禁止宣言（1975．1．29）の内容について。

Deglaration　on’@th6　Protection　of　All　．Persons　from　being．　subjectgd　to　Torture

　and　other　Cruel，　lnhuman　pr’　De’grading’・Treatrpent　or　Pubishmenf．　Human

．，rights；　c’盾高垂奄撃≠狽奄盾窒堰@of　intgrnationql　instrurp．ents　of　the　United’　Nations．　1978

　’pp．　72N74．　Sales　・No．　；　E．78．XIV．　2　（ST／HRII／Rev．1）

「拷問及びその他の残虐な，非人間的又は屈辱的な取扱いをうけるこ、とからすべて

　の者を保護する『こ、とに関する宣言一1975年12月9日付け国連総会回議3452

　（XXX）」1法曹協会訳法と人権　（11）：1976，ユ2戸p・83僧86　（Z2－348）

23．婦人の地位

〈資料〉＋t

　1）　国際婦人年世界会議報告一世界行動計画及び宣言　外務省国際連合局　1977　74P“

　　　　（EF71－55）　　　　ゴ　　　　　「　　　　　軋

　　　　国際婦人年世界会議（1975年6月19日～7．月2日；ンキシコシティ）の概要と向

　．会議で採択された「世界行動計画」重びに「婦人の平等と平和への婦人の寄与に関す

　　る1♀ブ5年春メキシコ宣言」の全訳本文を収録したもの。1

2）　国連婦人の10年世界会議一国連二二の10年後半期行動プログSム

　　　　内閣纏大臣菅貫町議当室続煙柳届隔刊卵1ユ2q・
　　　　（EF71－92）　’．　．　一’

3）　・　Rep6rt　of　the　W6rld　Conference　of　the　United　Nations．　De6ade　fpr．　’Women　；

　　　　equality，development　ahd　peace，　Cop6nhagen，1、14，to，30　Julyユ980：

　　　　New　York，　United　Nations．ユ980　238P．　Sales　No．：“E＝80・IV・3

　　　　〈．A／CONF．94／35）

　　　’婦人のための国際回忌．10年の世界会議（19801マユ4～30）の報告。会期中に採択

　　された決議・決定・’討議概要婦人のための国導10年第2中期行動計画を含む。また』

　　巻末には討議資料のリズトが掲載されてV〈る。

4）　．　The・　status　of　the，　unrriarried　rr｝otheF．

　　　　New　York，　United　Natiops．　1971　104p．　Sales　No：：　E．71，IV．　4

　　　　（E／CN．6／540／Rev．1）

　　　　各国におけ・る未婚の母のおかれた法的および社会的地位に？いて法律および実清、
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　．「の報告。法的地位一母親による認知制度『，母の国籍，扶養義務，相続権の諸問題，’社・

　　会的地位「社会の態度，．国家が行なう社会福祉の方法を掲載。

5）C⑳・・i・・…1ec・・τ・l　l・w・’　・n’d・・her　l・g・1，　in…u皿・n・1．・rela・ip・　tg・th・

　　　　P61itieal　rights　of　wbm．　en．　New　York，’United　Nations：　．．

　　　　1969　147p．；　Sales’No．：E．　69‘　IV．2．（A／6477／Rev．　1）’

　　　　国際連合加累国ξ）憲法，選挙法，そり他の法律の中で，婦人の政治的権利を定め．

　　た部分の条文を記録したもの。

＜事例：≧　　　．．　』　・．「』』　　　　　　　tt．　’　　　．．』「7，　’

、1）第22回国連総会で採択さ池だ串婦人に対する差別撤廃宣言の本文を知りたい6

　＊Declaration　on　the　Elimination　Of　Discrirninatioh　against　Women，　7　November

　　　1967．　．Geng’ral　Assembly，　・Othcial　recorq．s．．・　22nd　Session，　Sgpplement　No．　．16

　　　1967　pp．」35t－37．　（A／6716）　’・　4　’　 　一　．　’　・

　　男姻離塑⑳r行動へρよびかe＝・
　　　自際婦人青少年問題研究会　1974、PP．1～19

　　　．’（宣言本文の全訳を掲載）．1，

　　〔＊注：婦人の地位委員会と総会の4年にわたる討議0結果，1967年11月7日，総

・会で採択きれた決議。婦人が人間どして男性と平等た扱われることを阻む差別三法

隼慣習，郷社魚蝋範灘などを画する，tと擾請して・・るrユ’tt、
2）＊婦人に対する差別撤廃条約の成立の経緯と本文を知りたい。

　本文（英文）峡r甲際連合i9　34・回総会の事業」下巻　外驚省　1980・pp・339～356，

に採択さ彩た決議く34／180）、どして，’また審議の経緯と内容は河書pp．337（ゾ339にそ

れぞれ雛されて・、るrま難聴餌幸艮センター晒同条勢至硬した三子汐ミト、

賄さ2・t・・際約の輝は即タイト♂レで砺され衝、

　「婦人に対するあらゆる形態の差別め撤廃に関する条約」

外務省国際連合毒蛇．世界の労働30（7）・、1980．7PP．55～59

24。　アパ』ノレ・トヘイttト

〈資料〉・　．．，「　．、ン

　1）南アフリ』かどアパルトヘイト・L

　　　’国連広幸艮ζソil・　・一　昭和50　83Ptt・　　　・．．・　・

　　　－心木≧南アブ，リ季；’第29回甲連総会第4委員会の証言（北沢洋子）；南アラリ・カの

　　現状；国連南アフリカ信託基金；国連アフリカ南部教育訓練計画（Japan　and　Sguth

，IAf。i。a．　Y。k。』Kit。。aw・，　N・t…’・nd　D・b・血・nt・Ng．　Sp・6i・1，　N・v・mber・1974・

　　Un’it　，　on　Apartheidi　10　p　i．；　Te＄tirpQny　of　Mrs．　Yoko　Kitaz4wa　before，’　the　4th　・

　’．Committee　of　t，he　Gen．etal　’Assepably　of　the　United　Natioris，．　31　October　1974・；一．

　　Th・”　Situatig・i・S・uth、Af・i・a・N・t・・．’・nd．　P・・um・p・・N・・11／75・、A鱒11975・

　　砺・・P・Ap・・h・id・22P・；U・it・d　Nati・n・T・u・t・恥・d　f・・．S・u・h　Af・i・4・Ngt・・

、a・d　D・・uin・pt・N・・．・5／75・・晦1975・’U・i…P・Ap…h・id・8P弓，U・i・・d珂ゆr．
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　　　．pd・・ati・nql・a・d　T・ai・i・9・Pt・9・amm・f・・＄・u・herri．・N・’i・a’，．N6・・and　D・・u血・・…

　　　N・・6！75・M・・ch・97S・．U・i・．6h，．Ap…h・id・恥．の翻）’、…

　　2）Ap…h・iゆ．P・a・・ice・・晦Y・・k・U・i・・d　’N・・i・nS・・97i．7・P；　4．

　　　　　粛アプリ．カ．におけ・る7パ2．・トヘイ曝1‘（3噸目）の説明〔翻・アf・ル1トへ．、．

　　　　イ・トの実情　？．スリLr．ルービシ　国連広報センタ“．昭和46・47p〕

　　3）　MaltreatrPent　and．t6rture’．　of　prisoner＄in・so如h　Africa．．一Barakat’，　Ahmad．圏1973‘

　　　136p．．（STIPSCAISER．．A／13）Sales』No．・：E．・73．II．琴．1．、

　　　　灘7噸踏摺る囚騨1詫間ll㍗動画御
　　　　　　　　　　　　　　ダ　　4）．・P・li・i・』．・f．・p・r’・h・id．・flthe．・6・…m・h㌻・f　s・u・h．　Affi・a．・974・’53P．．（A／978・）

　　　　して驚1力聯轡今イト弓始興する轡こ脚聯紹↑．

　　’5）南ア．フ’i7カめアパ．イ・ト．ヘィト（最近の南7沙門浦アフリカの・・ン磐スタ、シ浦

　　　　　　アフリカOPプ・・耀ンダ．；南ア’7・v・fO．解放闘争における黒．人意謝．国際連合云、．．．

　　　　　　報センタrh・d・66・・．CC・n・r6．ag・i典・・．Ap…heid，　N・t・・1’　and　d・dUm・n・・、

　　　　　　No・・26／76・06ti・．1976　’9・・；N・・．28／76・ρr・∴1976，．4…．SEM／2・・976・［・2P：．・．

　　　　　「NQ’・　，16／76・・1976．9P・，：の翻〕．∵・．■』．、．・

∵器編機盟括Aρ1岬．91岬・今門1噛1や甲¢ia「．

　　　　　ア・くルト器イ．嚇別委員会幸町．国連総会繭アどる外交・翻関係の断絶等の

　　　撃灘鶉認灘難際も！警1噸贈1よ卑，
　　7）’　Ap…h・id・A’・e1・6ti・・bibli・gfaph・・n・，・h・・a・i・1．P・1i6i6・．・f．．・h・・、6・・mm6。・

　’／／． Qof．t・he．R・p・bl’・．・ρ1　Sd・・h．晦・）．・97・L・97串・晦．Ygギk・・晦d．’Na・ip…’．・

　　　　　認．葺黙撫懇講β’11’llr苧lh叫sl岬α128）．．．

　　　　（｝rζ耳ti孕9．of　indel）eridence　to噛colonlal・coロ血tri（亨6．arid　pe（江）1es．：一Aselective’b｛・

　　　　　blig’9「aph・・．ユ960－19801’　198・’92P．　（D・g．　H・mm・T・kJ61d宜b鱒・．Bibli・gr一．．．，

　　　　　．aphical．s籍fie3・N・・　31）S・1←・N…E／耳・β・・’1・・7・（ST1耶！S早R・B／3P

　　　　S・h・ti・n、q9・i…．S・u・h　1母i・a．…＄・leC・iV・．．bibli・gfaph・，二N・W一・Y・・k∴P・i㌻・d

　　　　　N頃ρps・1981．．28P・．（Dag，　H琶mma士skjgid．：Librqry，』・．：Bibii6graphical’・・s’eries

　　　　　N・・32）’s・1・・N・・一・E／E8i・il・・3〈STILIB／sER．，B／32）

　　　　　∵アパ．ルトヘイト関係文献．の目録。

．25：．’ ?u時悪．．．tt－t．
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P）．yn’ted　N・tib・・re・・1・・i・n・and．d・6i・i・n・fr1・・ih・1…h・ρ茄ce・f・h・．U・i・ed．．
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　　　1975　126p．　（HCRIINF／48／Rev．　2）

　　国際連合の総会及び経済社会理事会で採択された国連難民高等弁務官事：務局に関連・

　した諸決議の本文を収録している。加除式資料。

2）　Refugees；　a　World　repQrt．　Sobel，　Lester　A．　New　York，　N．Y．　Facts　on　File．

　　　世界における難民間門⑱進展状況（i970年代）を記録している。雑誌FACTS

　ON　FILE；．weekly「world　news　di窪est．に掲載された記事を中心に収録したもの。

　次の様な大獅⑳もとに・その中は国別に記している・INDOCHINA・AFRICA・

　THE　PALESTIAN　REFUGEES，　COMMUNIST　WORLD　s　LATIN　AMERICA，　・

　other　refugees．

3）　Report　of　the　United’　Natioris　Hi’gh　Commissioner　fpr　Refugees．　General

　　　Asse皿bly，　oflicial　rec6rds．　supPlement．　Annual・

　　　難民高等弁務官事務所（UNHCR）の年間事業報告。

　　難民の国際保護活動（難民国の決定，自由意志帰国，家族の再会）Eおξび地域別，

　国別の難民への援助活動の報告。その他次の様な統計を掲載している。年間UNH：CR

　基金の支出額，．および年間の難民に対するUNHCR弓）援助支出額が地域別・国別に

　記されている。’　　　　　　　　　　　，　　’　　・

4）　「インドシナ難民」問題の推移と現状．大和谷久次　（財）’世界政経調査会　1980

　　’　187　p　（EG81－9）

　　インドシナ難民問題の発生した背景と現状について多くの資粁にもξづき作成した

　　もの。’6章に分れ，第1章「国連機関と難民」は国際連合Q難民問題を専門に扱って

　いる国連パレスチナ難民救済事業機関（UNRWA）と甲連難民高等弁務官事務所

　（UNt｛［CR）め紹介，難民の地位に関する条約（1954r　4．22発効）と議定書の邦訳奉

　文；第2章「欧米主要国の難民の解釈と難民救済機関（アメリカ・カナダ等欧米9ヵ

　　国の難民問題所轄官庁と難民救済■一援助活動団体の一一ee）」・．第3章「インドシナ難民

　　の背景と現状」は難民の性格と類別，華僑と難民発生の背景；難民の流出と推移，流t

　出径路，滞留と収容キ壷ンプ等々について統計資料を駆使して説明している。そのほ

　　かンfンドシナ難民と日本との関係，・1978年から1980年迄のインドシナ難民関係の年表

　　がある6

5）．国境を越えて愛ゐ手を一さまよ守る難民一　日本甲際連合協会・昭和56110P

　　　インドシナ難民の問題を中心に難民の現状，国際保護の問題点等を論及し℃いる。

　　次の様iに全日部と資料編からなっている。第1部：国境を越えて愛め手を一座談会一；

　，第2部：難民問題と日子　福田菊（難民の定義から始まQ］その保護⑱ための国際制

　　度の紹介一難民条約・国連難民高等弁務官事務所の任務，難民の抱える問題一人口，

、定住，鞍，在日外甲人に対する処遇外国の無二型悌郷・鰻の声梨

　　敏子一インタビュアー；資料：インドシナ難民一時受入れ国の状況，難民㊧地位に関

　　する条約，難民の地位之関する議定書の邦訳，（本文）を掲載。

＜事例＞

1）　難民救済高等弁務官制度が初めて設けられた年を知りたい。　　　㌧、
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　　　　　r
　　次の資料により1951年1月1日から3年の任期で選出されていることが判明した。

　　United　NationS・　yearbook．　1951　pp．522r’一527

，　lnternational　Encyclopedia　of’social　sciences．　Vol．　13　p．369　Refugees．

　　　New　York，　The　Macmillan　Company　＆　The　Free　Press．　1972　（Reprint　Ed．）

　　国際条約集一第5版一

　　　横田喜三郎他　有斐閣　1980・4　PP・69～70

　　国際難民高等弁務官事務所の活動

　　　アガカーン，S．国際問題　（174）：1974．9　pp．40～50

　　難民問題と国連一難民高等弁務官の任務と業績国連46（7）：1967．7pp．30～39

2）＊難民の地位に関する条約の本文を知りたい。

　（Convention　relating　to　the　Status　of　Refugees；　adopted　on”28　July　．1951　by

the　United　Nations　Conference　o’f　i　Plenipotentiarles，　on　the　Status　of　Refugees

and　Stateless　Persons　commented　under　General　Assembly　Resolution　429（V）

of　the　December　1，　1950．）’

　宜umall　rights；a　compilation　of　internationa1　instrumentS　of　the　United　Nations．

　　1978　pp．86一一93．　Sales　No．　：　E．78．XIV．　2　（STIHRIIIRev．1）

　Treaties　series　Vol．　189．　1954　pp．137tv221

　「難民関係条約」　神戸学院法学　林久茂　2巻1号：1971．5PP．98～i18に条約

　　の邦訳文あり。

　「主要条約集」外務省　PP．1569～1579（C8－Z－7　a）

　〔＊注：難民に対し次の3つの基準に従って処遇することを規定している。

　（1）宗教・芸術的権利，産業・資産・裁判を受ける権利，食糧の配給を受ける権

利，初等教育，公共救済金，「労働法および社会福祉，国家補助等について同国人と同

・じ扱いにする。　　　’　　　　　　一一

　（2）結社の権利，賃金労働雇用に関して外国人と同じ扱いとする。

『（3働・不競豚蝶を営む概伯由業腕僻糖以上の鮪移動
の自由等に関し，いかなる場合でも外国人に対する扱い方よりよく，可能な限りの有

『利な扱いをする。この条約には難民にパスポー．トを発行し，避難した国から排除され

ることを防ぐ規定が盛込まれている。〕

26．　植民地解放’

＜資料＞

　1）非自治地域制度の展開

　　　　家正治　神戸外国語大学　1974　167P．（A173－3）

　　　　第2次世界大戦後の非植民地化の過程を論及したもので，信託統治制度にも若干

　　ふれている。次の妙な章に分れている。非自治地域鋼度の創設，非自治地域の確定，

　　非自治地域に対する国際監督，民族自決権と自決の達成。なお巻末には信託統治地域

　　の概要と題した一覧表があり，これには信託統治地域別に地域名，信託統治協定の効

　　　　　　　　　　　　　　　　　一一　77　一一一



　　　醗生日三三焙遮三三信託統治地域となる以前勉位個艦三下の人民
　　　回議の市法と実施日，，信託統治協定終了を定める緯会決議番号と採択日1．信託統治協

　　・定終了目，現在の地位をそれぞれ記している。　　1㍗

　　2＞　Decolbnizatiori．

　　　　　N・WY・・k，，　U・it・d．N環ti・n・D・p・・t皿・nt・f　P・1周目i・al・Aff・irs．　lrreg・1・・．

　　　　　信託紡治ζ非植民地イζ問題を紹介（地域ごとに）レているシ1］アル資料である。

　　　地域ごとil『刊行され・・斉々Q史的概要）・政治・経済・’社会三障・国津のとった行動

　　　地図等を掲載している。最新腕と次の号がある。

　　　　No．　10　ISsue　on　Brun6i．・March　’1978；　No．　11　lssue　on　Cdcos　（Lee’ling）’

　　　Islapds．　A？ril’　1978；　No．　．15　，lsstiel’，・　on　Kiribati　（Gilbert　lslandg）　July　1979；’

　　’Ng．　16　lssue．　on．the．　Trust　T．errito．ry　Qf　the　Pacific　lslands．一　APril　1980．　’

甲警騨殿町騨鵜傘報告r国際響町ター・’g69

’〕r臨欝血’鶴貯co脚㎞：・・A　「bpo「t・　Pffice　of　Publ　1

　　　　槙民地問題特別委員会報告（外国系企業の一躍的特徴・、鉱物資源の支配・外国系

　　資本の連帯関係・利輩と配当金の増加・外国系独占適業と植民坤政府との協九圭，地・

’　・の外国人所有と強制的農業制度現地人の大々的搾取∴独占企栄の母国政府に対する

　　、影響力等）。巻末に植昏睡に関する主要な国連出版物くドキュメント）の一覧演あうσ

　4）　，　Grantipg　of　independence　to　colonial’．couptries　・and　peoples，：　A　selective　．　bib一

”　．　1|io|graHh．y：．．19．6．OT1980，　］＞g．ew　IYo．rk，　D4g．Ha！p．ma；skj61d．ltib．ra．r”y．　198t　92p．

　　　　Sales　No．：EIE．80工17（ST！：LIBISER．ノB31ン　　　．　　　、．　　　．．　、

　　　　「心髄舗会で概雌鮒与宣言（・96…2・・4）以来・98・年9胞・導管た、

罐舗欝欝1自髄ナミビア嘩嚇（図騨轍．国

く事例〉”
　1）植民地から独立国への変遷，、国名の変遷の一覧・・．　　．’．　　　、

　　’The　’（lnited’　Nationsl　and　’d，　eColonlz’atign　；　highlight’s　．　of　・　Upitcd　”　NationS　．　action

’・ih・ΦPq・嫡兵d・p・・4・n・e　f・・cql・piql・・gn・・i・・a・d・・9pl・銭N・W・Y・・弊層U・i・・d

　Natiops・’Dep4rtment　of・　Publi6・　lnfornFLa㌻ion・19so　48P・’Dや1／678の巻末に独立国

名斥の独立し畔豆の鰍国陣立天賜甲額マ覧になら凹いる6；
．2）・、柳田国男が国際連盟常設委任統治委員会で行な6た日本委任統治領，南太平洋諸島

1における原住民の社会事情についての報告を調べたい。
，＊D　The　welfa；．e’ @qnd　deyeldpment　of　．the，．natives．　in　Mandated　’territories　；’．　report　’

　by　．M．　’Yanagida　（Lbagqe　，of　NatignS，　Permangnt　Mapdates　Cgmmissio’n，，　．

’Minuges，　of’the　3rd　Se＄sign，　held　in　Gerieva，　．t／r64　July．　29．ltg　．A．ugust・　10s

’1］923　pP．279f－v286）　，　，’・．’．・．　一・　’　・　．　．．　tl’〈，i，，，F．一　i，＞2　f’i．cL　〈・’i＞’i・

　〔＊｝・・常設委任統治委員会（Pe・manent、　Mandate・．c・mrPissi・n）の議事．録
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（Minutes）は毎会期刊行されており，索引が付されている。柳田国男は1922年から

1923年まで国際連盟常設委任統治委員会委員であった。〕

27．　国際法

＜資料＞

　1）　Treaty　series．　VoL　1（1947）一　Irr6gular．　　　　　　’　　．

　　　　国連憲章第102条にもとづき，国連事務局は加盟国間で締結された協定や条約を

　．登録させ，混血集（Treaty　series）にi渇回している。こO条約集は国際連盟当時（全

　　205巻刊行）から継続刊行されているσ登録された条約文や協定文はそのオリジナル

　　の言語で掲載されるが，そりほか原語がフランス語および英語以外のときは英仏語訳

　　も併せ掲載しているξなおこの資料の累積索引が次の様に2年毎に刊行されている。

　　Cμ再ulative　index　to．　the　Vnited　Nations　Treaty　series・英仏語版が回り・Index

　　は1各々過去50巻分の情報を含んでおり，2国間・多国間の条約と国際協定の年代順リ

　　スト，一般条約と国際協定の年代順リスト，そして件名索引を含んでいる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ
　2）　United　Nations　juridical　yearbρok：．1963－Annual．（＄T／LEGISER．C／1一）

　　　　国連および，巳それと関係をもつ政府間機関における年間の法的活動を報告してい

　　る年鑑。次の様な問題を含んでいる。これら諸機関の法的地位（外交特権や免除等々）

　　に関する法律本文や条約条款；法的活動の報告（国連及び関連政府間機関によって締

　　結された条約，行政稼判所の判決文をも含む），国連と政府機関に関古した諸問題に対

　　する裁判判決（国内裁判所の判決をも含む），’そして巻末には約50頁以上にわたり，

　　国連及び政府間機関の法的諸問題についての文献の目録が由る。

3）Multilateral　treaties　in　res疹ect　of　which　the　Secretary・General　performs　depos－

　　　itary　fullctions．1967一（S↑ノLEG／SER．D／1一）

　　　　国連事：務総長が受理した多国間条約たついて条約別にその署名国・批准国，条約

　　本文のTreaty町iesでの掲載個所等が一きれている。’年刊。

　4）　International　law　and　organization’；general　sources　of　information．　Robinsop，．

　　　　Jacob．　Leyden，　A．W．　Sijtho乱1967．560p．（A111㌘β9）

　　　　国際法関係資料のガイ下ブックである。個際法関係の事典，論文（論文集，古典，

　　教科書），書目，人物文献（国連文書も掲載），雑誌・年鑑（終刊となったものをも含

　　む）を幽している・，　　’．．　∫　。
　5）　List　of　treaty　collecfi　ons．　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　．・　　　　ド　　、

　　　New　York，　U．N．0伍ce　of　Legal　AfEairs．1956　174p：Sa16s　No．：56，V．2

　　　　（STILEG／5）

　　　　1780年以降，各国で刊行された条約集の目録。一般条約集（条約集索引，その他

　、の書目，《γドブック），・国別条約集（70ヵ国）および主題別条約集（精算協定，商

　　業・航海中立と戦争，国際紛争と平和的処理及び平和の各条約など）の順に収録さ，

　　れている。各国刊行の条約集の調査のために有力な情報源である。　　　　　　・

・6）、Guide　t6　the　stlidy　of　internhtional　relations．『
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　　　　　1継．・群sゆ即・Ca’1｛1碧i∵三品b’蛉h嘩．19干四．．

　　　　　　三際関係論研究のたやに必要な基奉参考図言．く7EIiJ象部よび英甲刊行）ρ解矩

　　　　腺図書は主題別に分類排列きれ済浸・．思回さ派》・為・．巻末1’・贈名索引．．

　　　　．があ為。’国連お，よび専門機関刊行の基奉参考図書も含まれていQi。．

　’27．1’国際商事法・、

　　．．〈資料〉

　　　・　1）　．Pnited　Nati’ons　Colnmissio’n　on．’lnternatiQnal　Tr’ade　’Law　yearbook．　1971一一

　　　　　　　AnhUal；’United　Nations　Commis，sion　on　lntetnational　Trade・Law．　’　．

　　　　　　＊国際連合商取1引法委員会（PNCITRAL）．ρ会朝．（，定期会斯．は毎年r回）．や下

　　　　　部作業部会9報告書と耐外資粒．自連総会で採択されU9むNCITR今L、関係決議の

　　　．’．本文・．．甲導総会第う委員今．（法律）やUNCTAP・¢〉報告書．．．その他ρ嗣降機関1こ．

　　　　　おける甲際商取引漂分野め活動中言を記しでいる。1な艶巻末には魁町文献としf

　　　　　U聯眼刊行文欝略敵三関即世界三脚マ饗ある6．

　　　　　鵬轟誰蝋鼠講騨孕1繋留和1続蟹’

”H．謚ﾄi謡瞭9岬’？∵岬岬四∴岬男
　　　　　　　総711S苧1岬∵聯217r恥21∵＄？．1帥．：聯

　　　　　　　第1巻は既存の国際動津卑買・甲際深沸分野ρ条約，．統一一・’草案等を集めている。tt

　　　　　．r．・コゆ識契約紺．信用状旧規羽軸記してiy・る・第．購よ三三事

@　　、仲裁，昨年一死立法分野の条約・・纏≒草案等を収enyr『いる，・．・　　　　　　　　　・

　　　　．3）’　The’．internqtiohal，11aW　of’developmeht：．　Basic・dQcgments．

　　　　　　講豊器1’g1脚4畔．や坤軸・蹴吻

　　　　一 　VQi．　1　（Agreerp，　ehts　creating　deyelQpmerit　．bankS’；　Ru，1，es　ggVerping　opera一

　　　　　　　　．　tions　and’lepdirtg　policie＄　gf　devglopm’ent　bqnks；，Ppi．ted　Nqt｛ops　resglu一　’

　　　　　　　　，ti，ons．　rela．　ting　to　develgprpept）　646p：

　　　　　　　Vol；　2　（Uniteq　Nations　’．rgso！lutions　．；glatP　g　to　df．Velop，mept　；　lpstrument，s

　　　　　　　　，relatipg　lto　the　UNCTAD一　．a’　nd　decisionsi’・　4dopt6d　’un．　der　・the　auspices．　g．f

　　　　　　　　UNCTAD，；　，　Declaratibns　and　decisiQns　adQpted，・．under　the　auspices　6f

　　　一　．・he　UNID・1晦呂・・e・f・r・・hg』』b・・俘丘・・f　d・Yρ1・pi・g・・un・rie…k・g

　　　　　　　　’　under　！he　，auspices　．　qf　the．　，　1］yt，　F　iMeas　uFe＄　．　fdr　the　bene　fit’　of　develoPing

　　　　　　　　諮盤鑛蹴剛tled岬；轡岬1
　　　　　　　．Yg～晦r・τq甲・n鯛・・i・9，・’t・I　N・晦s・u・垣・1・ti。…．．Cg里心・elf－

　　　　　　　　teliance　；　Transfer　pf　technology’　ahd　real・　r6sourge，s　to　developing，’60un“

山80＿．
尋



　　　　　tries　i　．Measures　relatipg　to　agricultural　deVeloPment，　fbQd　deyelopTnent，

　　　t、　．employ血6i　t　and　lpOpulatiO耳；’　SpeOial皿easures　in　l　faVor　of．　the　l¢ast，

　　　　　develdped　land－locked　and’developing　island　countries　and　areas　in’need

　　　　　・f・Sipeci・1’・・eatM・nt；E4・i…m・n・・担d・y・1・ptP・n・1；．lp・er－i・・titqti・n・1

　　　　　co’LoPeration，；　lriter－tegi6nal，　r’egional　and　subregional　coTbPerative　sche－

　　　　　mcs　for　’trade　exPansioti　and　ecpnomic　development．）　i305t’v1997・　p．　一　．　1

　　　　Yol．　4　（lht．er－region4．1，　regional　and　subr．regional’　cO－9peratiy’e　sdhemes．．for’　，

　　　　　trade　expansiop　and　ecgnomic．developmeht．；　De．claratigps　and　other

　　　　　selected　doctiments　relatipg　’to　deyelQpmerit）　1999ev2620p；．

　　　発展途上国の開発援助のためる貿易≧融資に関す7る国際機関く政府間機関ゴ弊政

　　府三際機関）の法的文書（国際会議の詳宣言嗣決議および．国藤・地球条約）の本文

　　を掲載している。全4巻よりなり’開発銀行（アジア開発銀行，・世界銀行等々）の設

　　立蹴細柳球脚類係の鱒決議、（嘩京舞燃繍社会騨会で搬さ
　　れた決議一1960～1976年）；P耳ρTAp・UNIDO，　IMF・GA：TT・その他の国際機

・1

?E雛騨脚ま脚興た斜脚レ
．〈事例・）・’一　ジ・　「．，．「．．．　　’‘．、．．．．∫．．＝』　一、、

・．

P＞、プラン．ト輸出のECE標準約款について知りたい。．．．．・．

　　　プラント輸出に関すう国際的な標準約款には国際連1合の．．『ゴロッパ経済委員今．

　　，（EC…m’・ρ・一’ssゆf・・Eu・・？・，　G…va・ECE凋作曝耀細叙追贈r

　　標準約款も．自由圏諸国向け・と共産圏諸国向けの2種類がある．。

　　①T自醐鞭向けr．．1．．．r．・．　．一■1．一，．・
　　　　General　condition　fbr’　supplY　of　the　Plant　arid　machinery　for　export　No，

　　　　　188　Geneva，　Unit’e．d　Natiops　ECE．　1953　’（MEf188）

　　　　　輸出用プラ．ントおよ．び機械設備の供給に関する標準約款，＊土フ．・オ÷・．．ビ　　〆

　　　〕型6．』．．　．　．．．．．‘ピ．’ピ．　㌔．．F．、

　　　　General・condition　f6r，．　th’e　suPply’，anC　erection’gf　plapt and　rnqehinery　for’

　　　　　．愚論撚。、豊翫鞭Un’㌻r岬t’6n＄．亘C陶

　　　　　輸出入用プラシト蔚よび機微設備め供給・据付匠関言る標準約鵜＊フえレ・

　　　タ」．ン」キ”一型。　．．　　．■．．「．．，’

　　　　General　coriditionS　’for　the　erectibri　Jof　plant　qnd　machinery　abroad・　No．

　　　　　，188D　C｝eneva，　United　N4tions　ECE．，　1963　（E（ECE（IIY．　［／WP：5／41）　Salgs　．

　　　　　N6．：63．II．EIMi血．21

　　　　　海外での．プラントお’よび機械設備の据伽と関する標準約款6＊ゼミ・Pt　一一ン

　　　　・キー型。

　　　　．．Additi・n・1．・la・・e・．．・f・r’・・p・・vi・i・n．・f　er俘：・ti・P‘ρf伽・・pd　m・・hin・ry・

　　　　　abroad　NQ；’　188B．’　Gendvqi　．United　Nations　ECE．　1964・（EIECEIIM／WP；

一　81，　一



　　　　　tt／、・．5／46）　S・1・・N6・・64・II・EIMim．19

　　　　　　　　海外でのプジントおよび機械設備の据付の監督に関する捕則条票。∫．　ご、

　　　　　・　㌃お前皐General　．　Conditions　No・188A・一188Bおよび・188　Dの本文は

L　．．Gμ’d・lln・・f・…gh・・a・・i・g　f・・4・d・rt・i・1・f・j6・・r　i・．d・v・1・piひ・・c・up・・i・…

　　　　　　UNIDO・N・w　Y・・k，　U・it・q　N・・i・h・t・975　PP・…～・35（・D／・49）＄・le・N・∴・

　　　　　　、E．75．II3．3に掲載きれでいるbまた，これら約款の全訳は次の資料に掲載され

　　　　　　てい・る6プラシト輸出契約と．ECE標準約款No，　188　国際商事法務．19764

　　　　　　（10）・‘PP・46～5Q・．4（11）・PP・45ん49・・4（12）・PP・34～39，、5①・1977・PP・40、

　　　　　　ny4・・5（2）・導39ツ43・NQ・・88へ．．国際醸法務・9775（3）’・　PP；　48～52，．1

　　・・一　5（4）・かP・42～46；5．（5）．：PP・46ん5・・．5（6）・pP・291ん296ダ5（7＞：PP・328ん332；

　　　　　’・N（口88B国際商事法務　19786（1）：Pゑ43～46；No．1名8D　国際商事法務　’

　　　　　　1977・5（9）・・PP・438～442；5（10）’・Pp．485ty488；5（i1）・・PP．540～S44；’5（12）・

　　　　　　pp．．593～596

　　　　　②一共産圏諸国向け一　、．　1　　　1「　tt　’　　』
　　　　　　　Gen・・al・・o・diti・h・f・・th・・upPly、・f　pl・nt　・・d．ma・hi…y・f・・e・pQr・N・・

　　　　　’　　574．Geneva，　United　Nations　ECE．1955（ME／574／55）

　　　　　　　t・fエフ・7i“　一　．■ピー形態をとる場合OP一プラソート機械設備⇔供給に関する標準約款

＼　　　　　　　General　conditions　fof　the　supply　・：and　erection　of、plant　and　machine妻y

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いヒ
　　　　　　　．・慧ご1搬躍∵7塗今’・⑱胆岡岬ゆIEC耳1957

　　　　　　　’＊フノ恥ターン、・キー形態をとる場合の輸出入プラント機械設備の供給およ・

　　　　　　び据付けに関する標準約款

　　　　　　　Genera1　．『onqitions　for　the：e；ections．　of’plant　and　n手aqhinery　abroad．

　　　　　　　、、No．574D．　Geneva，　United　Nations　ECE．1963（E／ECEIIMIWP．5／42）．

　　　　　　　　Sales　No．1：』63JI．耳／Mim．21

　　　　　　　　＊セミ・蓮田：～．・キゴ三三をξう場合g海外でゐプラント機械設備め据付』に

　　　　　　関する標準約款　　’

　　　　　　　Additi・nal’　’・1・u・e・f・・：・up・・viSibn・f．、・recti・n・f　p1・nt・nd．ni・ehi…y

　　　　　　　　・br・ad　N・・う74B・964（E／EρEIIMIWP．s／47）sql・r　N・…64・・1・EIMim・

　　　　　　　　20、Gen6va，　Unit6d　NationS、ECE．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lt

　　　　　　　　海外でのプラント機械設備の据付り輩督に関する補則条項（No・　574　B），

　　　　　　　1これら約款は次の資料に紹介されている。「東欧社会主義諸国向げプラ、ント輸

　　　　　　出Jl、大原栄一　国際商事法務「4　．：1976　PPL・301・’y3σ4；・プラγ．ト輸出契約と“

　　　　　　ECE標準紳款No・574・574　A・・574　D　大原栄≒1国際商事法1務6（3）：1978

　　　　　　PP430貿1零3，．＝・　’』tt　t・t・、㌧’・・’　，

　　　　　　　〔＊注：④エ7・オ“・・ピー型：∴　…

　　　　　　　プラ．ン、ト輸出者（受注者）・が契約に従ってプラシト機械船備を牽注・製作しこ

　　　　　　’れを発思者（購入者）に引き渡す契約。即ち受注者の契約履行義務はブラシ．ト機』

二82．　一



　　械設備の引渡し（船積み）によって完了する。

　　　＠　フル・ターシ・キ．・一一型：

　　　プラントの受注者（輸出者）がプラン・ト機械設備の受注・設計・製作・，輸出か

　　ら現地での据付・組立・運転・付帯施設の建設，さらにプラント運転に必要な知

　　識の供与，技術者派遣・役務提供のすべてを一括引受け，プラントを稼動な状態

　　にして発注者・（購入者）「に引き渡す契約。

　　　◎　セミ・ターン・キL型＝

　　　プラントの構成部分である機械設備を受注・設計・製作して発注者．（購入者）

　　tl『引渡しt、’船積みによって契約上の義務は完了する（但し1保証や三三担保責任

　　は約定期間は負う）。また現地でのプラントの据付・・組立・運転・付帯施設の建

　　設工事請：負は他の業者が別個に購入者との契約に基づいて施行する。〕

，2）　国際動産売買契約にかんする国際条約について。

　　　，Final　act　of　the　United　Nations　Conference　，　on，　C6ntracts　for　the　lnternational　）

　　　　Sale　of　Goods．

　　　　　（国際商事法務　8（8）：1980．8PP．386～421に掲載されている）

　　　　動産め国際的売買に関する条約案についで　高桑昭　NBL　（111）：1976．5．1

　　　　pp．　32一一40

　　　．動産の国際的売買に関する等等案について（上）高桑昭『璽』　（121）：1976・，

　　　　　10．1pp．42～47；（下）高桑昭　NBL　（i23）：1976．11．1　pp．29～33

　　　　動産の国際的売買に関する条約案について一国際商取引法委員会第10会期におい

　　　　　て修正された部分を中心に一高桑昭NBL　（144）11977．9．1　pp．35～47

　　　　畔的動産売買琴緯関する暦齢恐嚇要以還剥暦獣「南鰍皿
　　　　　（215）：　1980．　8：　15　pp．　16－27・　’　一，

　　　一国隙動産売買契約に関する国連条約一条約の誕生　道田信一郎　国際商事法務

　　　　8：1980pp．384～421（条約の本文を掲載）　，

27．2海洋法

　く資料＞

　　1）海の資源と国際法一ll－r

　　　　　小田滋　有斐閣　1967464P　（A172詑）

　　　　　国際連合における深海海底の審議（1968～1970）経過を掲載している。

　　，2）海洋法研究け

　　　　小田滋　有斐閣．1975294・10P　（A脳2－8）一

　　　　著者が学会や雑誌等に発表された論文をまとめたもの・第9章「国際連合にお

　　　ける海洋法め審議」，では昭和46年汐・ら48年迄3年間にわたる国際連合の海洋法審議

　　　内容を詳細に解説している。論辛中では国連文書の簡単な解説もされている。巻末

　　・には国連文書くタイ、トルはナNて日本文）の索引がある。、

　　3）海洋法　上巻・

　　　　　小田滋有斐閣1979321，10P（A172－24）．

　　　　　　　　　　　　　　　　一一　83　一



　　国際連合における現在迄の海洋法制定の動きを資料（国連文書）に基づいて詳

細に記している。また後編は昭和ら2年，第3次海洋法会議第6会期で作成された非

公式統合交渉草案を邦訳掲載している。

4）海洋法会議の成果　高林秀雄

　　国際連合の研究一田岡良一先生還暦記念論文集一1第3巻　1966pp．165～187

　　　有i斐閣・（329．　23－Ko5488－T）’

5）外務省情報文化局かち次の様な資料が刊行されている。いずれも毎会期の審議概

要や活動の概況を平易に記している。

　第三次海洋法会議一カラカス会期を終えて一　197599p，（A172－6）・

　　海洋法会議開催に至るまでの経緯と準備状況とカラカス会期の審議概況を記し

ている6なお巻末には次の資料が掲載されている。ジュネーブ4条約への各国の加

入状況及び領海，漁業水域についての各国国内法（領海一接続水域条約当事国，公

海条約当事国，’大陸棚条約当事薗，公海漁業保存条約当事国，領海幅員rカイリー，

領海外の一方的漁業水域の主張，エコノミックゾーン又は類似提案）が表形式で記

されている。海洋法令会議関係年表（1945年以降），外国沿岸200ガイリ内でのわが

国漁業の実態，各国の漁業に関する主提案，拡大海底平和利用委員会における漁業

に関する主要提案，一日本の提案（大陸棚提案一AIConf．　62／C．2／L．31／Rev．11974；

サケマス．に関する提案‘AICONF．　62／C．’2／L．461974），議事手続規則（条約採択

に関する部分抜粋）及び紳士協定第6章決定手続の邦訳本文，四三管轄権の範囲

を越える海底及び地下を律する原則の宣言く邦訳本文）。

　第三次海洋法会議　・、　　 、　　　　，”　　　　　「

　　’一ジgネ・：・一dブ会；期を終えて一

　　1975109p　参考資料は前記と同じ

　　十二訟ごヨーク春会期を終えて一

　　1976　88p　（A172－6）”，

　　一第6会期一

　　197796p・参考資料ぽ前記と同じ

　　一戦7会期一

　　197954p　参考資料（非公式統合交渉草案第1改訂版においてなされた修正

　　　の基礎となった第7会期における交渉グループ議長の妥協案の概要を掲載）

　　一州8会期一

望霧9黙棚糟（非公式統合交渉草案第1次改訂版の概要を掲載）

　　198160p　参考資料（海洋法条約草案第1次改訂版および第2次改訂版の中

　　　で修正された主要条文を中心に紹介したもの）

6）第3次国連海洋法会議関係日本代表発言集（1967年11月～1974年1．月）一英文一

　　外務省海洋法本部　n．d．192p　（A172－27）

7）　United　Nations　Conference　on　Law　ol　the’　Sea，　Gerieva，　1958　Qflicial　records．

一s4一



一s

’28．’

　　　　　．1958．．t．7・v・1・r…（今！pQ珂F・13／37～43）．．．　　　　．．．

．繋留slo呼renle．0轡1岬1岬eサ∵9190騨

　　　　　＄・mni・・y・er・・d＄φ画・⑩・・血9・・ゆf鱒・i・g・：・f・h・CrMmittee

　　　　　　・f　th・Wh・1・，・頭・x・・a「id　fi・・1．・・…内960・・76P・．（A／CONF・1978）　’

　　　　．’　Sun｝mary．　recor母s．of　Corpmittee　gl　the　WhQlq　verbatim　re『ords　of　the．

　、　．．　general　d¢bat6，　Nev》York，1962．431p．（A／CON耳．　19／9）

　　　U・li・・d　N・t’i・坤C・nf・t…egゆ・L・w・f・h・S・ql・3・dsessユ6・・．N・畔・・k・．

　　　　　Official．reco’rds．1975一．（ぞL　172－35）

　　　　．第1次から第3次（現在）’に至る鼠連海洋法会議の議事二階である。t一．、，、

8）Draft’¢onventioh　on　the：La寅of　the、　Sea（lnfqrmal．㌻今xt）．’

’Thi・d℃Q・f・；・n・9・Q・th・蜘．Qf・the・Sea・G・n・va・．28　J・1y　tQ　29　A・9・’・1

　　　　　1980．．1980．．180p．（A／CONF。62／WP．10／R6y、3）

　　　　．，1980年ゐ第3次梅洋法会議に提出され出梅洋法条紳草案t非公式本文7

9）．A9・idr・・p．th・．h・w　1・w・f・hr1　・ea　・nd・t・・h・．・3・d　u・i・・d　N・・i…c・・fer一

　　　　　・P・e．6・・th吻w　gf中・S・a；f・・”i・f・・蝋iO・禦・di・一1・t二二・i・1・ecg・d・

一瞬諜紫瓢や戸1’gl岬iO∵1’tld評at’Ons∵979

10）The　sea：1egal　and．pQlitical　aspects：．Aselect．　biblibgraphy．

　　　　　New‘Y・・kl　Dg9　H4mTn…kj91d，　L1b晦・974．46・・S・1・・Ng・：EIF，74・1・9、

　　　　　（Bibli・9・aphib・1・e・i・・N…4）〈串TILIB／＄亘R，β1・4）．．．．’、一．．・、

　　　The　sea・aselect　bibliQ9・aphyl　op．　th・・衿9・1・：．political・．ee・「iomic　and、

　　　　　tg・h・・1・gl幽P⇔・t・1．197471975・斗975．．215p・．　S4・1・・Np・・：E／F・75・1・’7

’’”@（s’lr／LIBISERrB／・6）・・97s一・976・・97624P・s母1ρ・．N9・．・EIF：76・1・6

　　　　　　　（sTILIBISER・B／3P・・976‘一・978．・・978・1　53P・．Sal・s．　N・・E／F・78・1・3‘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マ　　　　　　　（STILIBIS耳R・B／25）；1971；1979・：・1989・・46pl　，salrs　’　No・EIFI郷

　　　　　　．（sTノ彩IB／sE旦・B／2♀〉…　　．．∴．．一

　　　　　海の法律ジ酢治，』経済等の野間輝を掲載する文鳥・（国連資料を奮奪ず）『）戸録r．

111惣聴器tleltirlrelal’ngt6［tll・1a畔ll．s『∵75．町

　　　　　海洋法（領海，大陸棚，接続水域，公海，海洋生物資源の保存と漁業権）関係

　　’ρ斧藁葺定Q国内法や績結『れた条約を揚載Pレ『ヤ．’う。

宇．宙．・ l．．．．．．1．．・．．「聴．・、．．1　t　．tt　tl．　，

’〈資料．〉・

1）　Spa：cel　actiKxitie，　s　arid’　repourges；，　a　review．．of　t．h，　e　activities　and　resources．　Qf　the’　’．’．・

　　　　　　U・i七・dN・ti・nr，・9　it・，・peci・li・，・d毎琴・4・ie・．1and・f←t耳erゆ脚1．　i…m・二．

　　　　　　　tionallbOdies，　Fg，IFtihg　tQ　the　lpeEtcgful　useS　．of　outer　spade，’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r一一　85　一r



ノ

　　　　謡晶晶購鼎潔岬’ty⑳¢i1灘197聯
　　　　1国論合・その輔機関・鴎肝力機関洛々．の宇宙醗活動腰が判れて

　　N・う9・，そのほか国連緯会で採択された宇宙関係諸条約の本文』（宇宙空間の探査及ご利

　　縢三三三巴襯制する法的原貝ゆ宣言・962〔XVIII〕・宇宙天体条約2222
、t　・t F　〔XXI）；灘助返還協定2345〔XXI主〕；守旧損害賠償協定．’2777’〔XXVI〕．；宇宙物体登

　　録条約3235〔XXI文〕〉および斗95S年以降国連総会で刊行された宇宙関係享書類（総・

鐘繋轡会報鵠会報繊総会’宇騨ドキ「川）ρリ‘．

〈事例≧．、

　1）宇宙条約成立の経緯を調べたい6

　　　＊国際野合第21回総会で舞択き池た深議である。「国際連合第21回総会の事業」三三

　、』pp．195～273に総会での審議の輝過と内容ρミ，．また条約の本文とその邦訳が鶏載され‘

　　て詰る。tt条約の正式名称に「耳その他の天体を含費宇宙空間の操李及び利用における・

　　．国家活動を律する条約」「である。

　　　　〔＊注：国際軍令総会決議ρ索引」ヰdex　to　resolutions　of　the’．　Ge4eral　Asselnbly

　　1946－197・・P・r・、II・s・bj6・t　i・d・x・〈sTIUBtSER・H！・）ねると，・966年採撚れ

　　た決議であ為ζとが記されている。この条約は1965年9月23日国連第20回総会の一般．

　　討論で≠一ルドバーラ米代表が国連天体寒土に関する包括条約の作成に妊りか出るこ

　　「とを示唆しために始まる。続いて豊年6月5日ジョンソ．ン米大統領は月その他の天体

　　の探査に粛する条約が今回であるとし，条約に盛り込むべき基本原則6項目を発表し，

　　』この条約を総会で早期に審議するよう要請し．たゴ

12）1’UFO・について，国連宇宙委員会（大気圏外平和利用委員会）’におけるMcDonald，一

James・　El（ブJun6，・1967）のズピごチの内容を調べたい。

．．＊Gli　UFO　debatuti　all’ONu．　Ceptro　ILJnigd　Na2iont／le　per　lg　StVdio　del　Feho一

　　血・ni・it・加ti　di1蜘・a・Xt・aterre・t・e・N・ti乞i・ti・，　N・．6　1967．　R・p・・tφ・D・．

　　J・m・・E・M・Dg・・1d’晒n・7；ユ967；・peech　b・f・r・出・・U．N．0…ir．Space・

　　Cdmmittee　expresping　6’elief　’that　．UFOs　may　be　extraterrestijiai　“sb’a6ecfaft　・

　　on　reconnaisanc6　missions・to　earth二『

、辞注．UFO文献目録UFO＄a唄relatgd　subjecゼS；an’ann・tated’　’biblio9「aPh文・

Ly・h・E・c・t，・e；P・epq・ed．　by血・Lib・a・y・f　c・P9・essi・　s・i・P・e』a・d　T・・h・・16gプ

’　Divigion．　Arlingtoh，．　Virginia．，　Ai’r　Forge　Office　’of　．Sciehtifie　Res6atch．．　Oflige’　of

Aefospace　Rese琴rchl　U・S・Air　Forc6．．1969　p∵83’ ｽ掲載〕

29．　．保健・衛生　，、ttt．∵　　』・．lt．’　1

　　　’，　　　　　’　r
’〈事例〉　　　噛　　’『㌦

　　1）tt世界保健機関め定あた「健康の定義」を知りたい6

世界保健機関（WHq）憲章の前論の中で次の様に三三」とvlう定義が定あられ．
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　℃いる．’r健康どは完全な肉体的，精神的及び社会的福祉の状態であり；単に疾病ま

　たは病弱の存存しないことでない」とある。なお健廉ρ定義に関する次の諦文があ

　る。rWHO．の健康の定義と体育」高橋亀吉’宇都宮大計教育学部紀要（第一部）

q6）・ユ966・12，pP・145’～163　　』　tt　ttt．　ttt　1～

2）東南アジア諸国における下永道の普及率を調べたい。

　　Community　Water　supply’and　excreta　disposal　in　developing　c．otmtFies．　relview　．

・f・P・・9・ess，防・Z4勿Z・ん．r…i・・ics・r・p・1・　V・1・39　N・・・…976・に掲回れて

　いる。

3）WH：0の心電図の肺性基準についての報告

　　ChrorLic　Cor　’Pul皿onale（中に・Electr’ocardio　graphic－finding　ttの項あり）

　（WHOユ96135P．　WHO　techpi・a1・ep・・t・e・i・＄N・・213）1・

　　肺性心二WHOの診断基準を中心．としてT．村尾誠’（他〕t　t日本胸部臨床23（2）：

　　　1964r2’pp．96”N－flOl．，”　，’　．　・　 ．’

C　． 　L
、4）・自殺者の国際統計を調べたい。

　　＊世界保健機関の刊行物目録Publications　of　the　World　．　health　Organizatioh：A

　bibliggraphyにより，　Suicideの項かち緯計資料World　health　statiStics　repPrt

　l．Vol，．26　No．3（i973）Special　subjectの項で1950年忌ら1969年迄の自殺考の手段別

　統計を見るととができる。

　　、〔＊注：・Publications　bf　the　World　Heal㌻h　Organizd毛i6n：A「bibliographyは世界・

　保健機関刊行物（雑誌論文を含あた）・¢）件名目録で，現在迄に次の様なものが刊行さ

　．れk。　・　．，　・　！

　　Publications　6f　the　World　Health　Organization：・　A　bibliography．

　　　Gen6va，　WHQ．．　1947r1957：　1958　128p，；　1958－196．2：　1964’125p．；　1963‘1967：

　　　　1969　152p．；　1968－197・2　：．　1974　158p：；　1973一．1977：　1979　358P．）

5）WHOが刊行したタ・1コの喫煙の害についての文献を調べたい6・

　，　Smoking　and　health．　Fletcher，　．O．M．　’＆　Horn，　D．　，

　　　VVHO　．　Chronicle　VQI．．　24　．1970　pp．345N370

　　The　li皿itatioh　of　・’sp皿oking．　　　　．　　　　　　，．

　　　IVHO　Chronicle　Vol．　25　1971　pp．452rv457

　　To6acco　S’mQking　in　the　xivorld，．

　　　WHO．Clzronii　le．・Vol．　33　’1979　．　．pp．9！1一一97

　　”Treatment　of　Ciga’rette　dependence．’ 　・　’　・　．　・　’　’
　　　’WHO　Chronicle．　Vol．　33・　1979　・　pp．98tk－100

　　Sindking　and　its　一effects　on　health．　，．1974　1’OOp．　’　’．

　　　（WHO’　techhical　repbrt　series　No．　568）　．

，6）水に弗素を入れると虫歯予隙と効果力協り人体に害がないということが，・1WHOか

ら報告されているが，1969年から1975年たかけてめ，∴この問題に関ずるWHq

の動き，研究活動を知りた▽・。1969年のこれに関する決議録をみた！・。・
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　　　　Fluo．rldes・　anq　dent．al．　hgaJtb．’Aqler，　P；，　’Gepevq，　．World　Health　Orgapizati’Qn．　1

　　　　　1970　pp．323cy．　354　（Mondg’　raph　series　No．・　59）

　　　　F！．qQ’r．id．a’！i．Qn　arid　deptal．，he41th．；　rePort　by’，the　Pirecto．T／TG．　eneral．　Wotld　Health

　　　　　Orgq．nilatio．n　Ofli6ial，；eco，rds，’　No．　176．　22nd　World　Health　Assembly，　BoSton，

　　　　　Mass．，．”8－25　’July，．1969．’　Paft　1．・　Part　一1．　’Resolutiops　qhd　，　decisions，／　Annexes．

　　　　　1969　，　pp．80t，，一91：

　　　　Expert’Colp．　rpittee　on　W，ater　Flupridation．．　2nd　report．　1958，　．25p．　．，

　　　　　（WHO　technic’al　report・，series　Nb．’　146）

　　　　C・・ち孕ゆ・P・丘ド・田…id・，　ih・h・p・剛ig・，Qf　d・…！ρ・・i…D・・i6・・．．q・N・．

　　　　　1974　’　，．91p，　（WHQ　’offset－publication・’No，9）

　　　　Assessm・n・・f・h・．flu9・ide　c・n・・Pt・f　w…t．i・w・Jl・r・1・c・・d⑳6皿1y・nd．

・・　ゆ．gx・mi・i・琴幽・sch6Q／1　，　hild・e・』fg・d・…1，．fl・gτq・i・・．‘B吻勿．蟻ぞ存・／World

　　　　　He41t．h’　Organizaeio4・　49　1973　．pp・　419ty422

　　　　’（ttS’　：　Pnhlications　I　of　the　World　Heqlth　Orga．nizatio．4；　A，，’BibliographY’：’　1973’

　　　’lg77　Geneva，．Wgrld　Health　Organi乞4tion・．1979358P．より調査した1〕

30ボ文1化㌧．．．．　．　　　　．．・．．　　■’一．．．．、∴

〈事例〉　』　　’　一．，

　1）万甲著隼権条約の批准国を知りたい。　　・’．．．1　　．．．　．．　「　’

　　　ユネスコ㊧刊行する雑誌Copytight　bUlle㌻inの毎年No・1に次の題名で掲載され

　「てい．る’Q’Universa1・copyright　convehtion　and　annexed　prQt6cols：State　of．　ratifir

　　cqtiQns・acceptaPFes　1典d、acρes3i・n『．　u瓦t…一・…て国名ξ批准年月日を記してヤ・る）．

・2）　：ブラ．ンス語から「日本語に翻訳ざれた図書の点数．を知．りたい。　　一、・

　　　　．終ス・Q刊行弗S＃・・i・ti・al・Yea・b・Qkた三三し・甲騨合ρ世界御三

　　　　tt（Stqtisもical　yearbook）の1976年版に四則記事として準973年と1974年の各国におけ．る．

　　　主題別発行点数と原語別丁四点融が記さ．れて野る6

31．統．計．　．ジ．∫．．■．■．．　．．‘’’”　　「コ

〈資料〉．／．

’1）’@Diret／tory　of　intern4tional　s’tatistics．，

　　　　New　Ybrk，　．N．Y．　，U．　nit’ed　Natig，，ns．Statistica，1　Pthce．”　1975　’296p．　’

　“　．　（ST／ESA／STAT／SER．　M／56）　Sales　’No’．：E．7，　5iXII．1．

　　　〔翻訳：’．国際統計案内・総理府統計局訳，刊．昭和54370P・．．（DT11－45）〕1

　　　　甲話合沸テムが提供している国騨計に関する轡ρ騨に瞳て回る統，

　　計資料のガイドブック．である・’内客は国際統計サ・Lビス・、国際緯計系列（分類）・甲際

　．統計基準　二とピュータ化されている国際統計⑱4つρ部からな？てし．・る1第1部は

“　＊国法連合システム内9説巨尽に重京がおかれている・・先ず；嗣際連合セスデム申にお

　．げる緯計上の責任ζ組織tlt》？W『．，機関別！¢，ま牟同ジネテみ由1「嚢けるtt整機能や．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　8，8　一　’．

N



　技術援助活動について，説明している。そのほか経済協力開発機構，欧州共同体統計

　局J・米州統計協会の機能や活動についても論及してレ・る。第2部は1973年現在，国際

　連合システムが定期的に提供している統計データの統計今回項目とその主題項目，そ

　れを作成している機関名と掲載ずる刊行物のタイトル，’主題項目の作成頻度（これは

　必ずしも項目が掲載されている刊行物の刊行頻度とは一三しない6），またζの項目が＝

　機械読み取り形式の場合はデー汐ベース番号が記されている。なお分類項目は社会統

　計，経済統計，その他の統計といった3つの大項目のもとに19の中項目に分れ，更に

　小項目に細分類されている。なお第2部の終りには20頁にわたり前記した分類項目，

　主題項目を掲載する統計資料（定期刊行物）を刊行機関別に解説している。これは主，

　要統計資料を概観するのにきわめて便利である。

　　・〔＊注：国際統計システムとは国際連合，・その専門機関（ILO，　UNESCO等々）お

　よび国際原子力機関，ガットを示す。〕

．　2）　SISCIS　；　subject　index　to　sources　of　comparative　international　statistics．　Pieper，

　　　F．C．　Beckenham．，　Kent．　CBD　Research　Ltd．　．　’1978

　　前記ダイレクトリ「よりも多くの機関（国際民間機関をも含めた）が，逐次的に刊

　行ずる統計資料の情報を掲載する国際統計ダイレクトリーである。前記ダイシクトリ

　一の第2部の編集形態に類似し，統計項目とそれを掲載する統計資料名を記してい

　る。

3）　Monthly　bulletin　of　statistics．　Monthly，．　’　
，　s

　　　New　York，　United　Nations　Statistical　Othce．

　　　世界の180力国の経済・社会状況のデータを掲載する総合統計資料。人口，農林

　水産業，生産，鉱業，・建築資材，繊維，食糧建設，交通貿易，’賃金∴金融国民・

　所得など60L／上の項目にわたる国際統計資料，国際連盟によって1919年創刊され，1

　1946年から国際連合統計局が刊行している。

4）　Statistical　一yearb60k．　Annual．　一　’

　　　New　IYork，　United　Nations　Statistical　Office．　（DT21－7）

　　　国連統計月報の1年分め掲載データをもとに作られた統計年報。世界各国のあら

　ゆる分好の統計データを掲載している6この年鑑も国際連盟当時から引続き刊行され

　ている。

　　　〔翻訳：世界統計年鑑i4巻（1952）一　美濃部亮吉監訳　原書房〕

5）　World　Bank　atlas；　population，　per．　capita’　product，　and　growth　rates．

　　　Washington’，　World　Bahk．　1964（1966）rAnnual．

　　　世界の殆どの国の人口，国民総生産，『1人当たり国民総生産の推定量を現行米ド．

　ルで表示している。また，付表には加盟国と人口100万以上の国々の推定1人当たり

　年間生産量等が記されている。

6）　国際統計資料目録一暫定版一

　　　行政管理庁国際統計課　（D1－289）

　　　行政管理庁国際統計課で収集した，国際機関や諸外国で刊行された統計資料の目』
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　－録である。現在迄に次の様なものが刊行された。

　　その、1　国際機関編　1979層104p

　　　国際連合を始めとし，その専門機関やその他の政府機関で刊行された統計資料．

　（年刊，その他の定期刊行物）を掲載6

　　その2　国連統計委員会会議資料編　1979　184p　　．・’1

　　　’＊国連統計委員会の討議資料’（ドキュメント），会議議事概勲等を掲載している。，

　特に限定配布資料（Limited　distribution　docum6nts：寄託図書館等タ，一般へは配・

　布されない資料）、を多て含んでいる。

　　その3　諸外国編　198063p

　　　各国刊行（主ζし（政府機関刊行）統計資料の目録。排列は地域別（アジア，オ

　　セアニア，中近東，アフリカ，西欧，北米，中南米），，地域の中は国名のア，ルブァベ

　　ット順にi排列きれている。「

　　　その4．ヨーロッパ統計家会議資料編

　　　1975年7月ふら1980年6月まで5ヵ年間た作成された会議資料を収録している。

　　　ヨーロッパ統計家会議はヨーロッパ経済委員会に所属し，国際連合で刊行する統計

　　基準や標準分類の原案は先ずこの会議で作成される等々の関係もあって，会議資料は

　・欧米先進諸国の統計活動の動向を知る上で重要である。会議名には邦訳名を併記して

　　い為ので便：利。この会議資料も語誌では国際統計課以外，寄託図書館ですら殆ど所蔵

　　されてない。　，　　　　　・，　　・　　　　・　’．・・∫

　　　その5・国際統計協会資料編　198i・

　　　・〔＊注：国際統計委員会は経済社会理事会の機能委員会で理事会が付託した国際統

　　計セと関する簡題（統計方法や規準㊧作成等）の提案を研究しi’詳細な報告や帥告を同

　理事会に畢出している。〕

＜事例＞

　1）　日本の工業統計表，商業統計表に相当する米，英，西独，伊の統計書

　次の書誌に掲載されている。

　’Bibliography，　of　industrial　and，　dist；ibutive－trade　statistics．

　　1975177P．　Sales　No．：E．75．xVII．7（ST／ESAZSTAT／sER．M／36／Rev．4）『

　　国連加盟国で刊行されている統計資料のうち工業および商業関係の統計デ』タを

’掲載する資料を各国別に記し，それに簡単な解説を付している6

　Studies　in　methods；　industrial　censuses　and　related　enquiries．

　　Vol．　1　Text．　t953　pp．365－v384　t（Statistic’al　p’aper　series　F．　No．　4）

　　（STISTATISER．F／4）・

　　〔翻訳：主要各国の工業センサスヅその歴史と文献神野誠治訳　びぷろす

　　9（1）：　1958．　1　pp．　4rli－7；　9（2）：　1958．2　pp．一　5一一8；　9（3）：　1958．　3　pp．　5N！　）

　Survey，　of　German一　federal　statistics．

　　Wiesbaden，　Federal　Statistical　O伍ce．1976134p．（DT8－8）’

　　西ドイツ政府の統計機構と刊行統計資料を掲載して留る。
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　　Guid6　to　o伍cial　statistics．・

　　　贈1（£欝’g聯1ゆ岬el四七rゆy’ρ脚1978，

　　　英国政府刊行の統計資料の目録

　　Statistical　selrvices　of　the　United　States　G6vernment．

　　・　Washington，　OMce　6f　Ma’n．　agement　and　Bgdget．　1975　．　2．34p，

　　　．米国政府内各機関の統計業務の内容とその刊行統計資料を解説しでいる。米国政

　府各機関の統計活動を知るために良き資料である。

2）世界各国の産業連関表を調べたい。・．

　　Input－output’　bibli6graphy　：

　　　New　York，　Uhited．　Nations’Statistical　OMce．　’　，

　　　1955－1960　：’　1961・　222p：　（ST／STAT／7）’

　　　1960－1963：　1964　159p．　（ST／STA’T／SER．M！39）　’”’・

　　　1963一．1966，：　1967　259p．　（ST／＄TATISER．M／46）　．

　　．ユ966－1976：19723vols．（sT／sTAT／sER．M／55）

　　　　Vol・1　Authots　3ら5pl　Sales：No二：’72．XVII．6；Vb1．’2　Cqhntrie銭325P．

　　　　　Sales　No．’：　7．2．XVII．7；　Vol．　3　Subjects．．　61p．’．Sa．les　Nd’．　：，72．XVII．8’

　　　，西欧語で書かれた産業連関論関係の文献目録。図書，モノグラズ雑誌論文，学

　位論文および会議論文集を掲載。　　　　　　　　　　　　　　　　　　．、

　　Problelns　of．input－otitput　tables　and　，analYsis．．　．

　　．　New　York，　United　Nations　Statistical　Ofice．　1966　157p．’

　　　Sa！es　No．　：．　66．XVII．　8（ST／STAT／SER．E／14）

　　　産湯連関表の形環論理・方法論編集方法・・産業連関理論の利用法および各国の．

　産業連関表め比較分析結果等。赦府統計機関の作業連関表作成マニュアル。tt

3）国名を2～3文字で表おした資料はあるか6一一

　　．Uhited　NatiQns　stahdard　coq．ntfy　．or　area　cQde　for　s，tatistical　use．．

　　　1975　10p．　．（Statis’tical　papeF．一　seFies　．M．　NO．49／Rev．1）　S41es．．No，　’i　75．XVII．8

　　　（STIESA／STAT／SER．M／49fRev．　1）　一

　　CodOs　for　the　r6presentation　of、　na皿es　of　．　codntries．．

　　　Pern，　lntern’ational　Organization　for　Staridardization．　1974　22p．　’

　　　・（ISO－3166－1974（E））　．　．　．・　，　・　・　h・

　　　幽魂化機構の細し姻名のアZ？・フ・べ・h・故旧旧び逐字による略名
．表である。

4）　世界の主要都市間ゐ距離を知りたい。’F

（・）’2空港問り購西府民間航空機関力・刊行してヤ・る統計資料T・aflig　fi・w．（Di一・

　　ge・t・f・1・ti・tics　lseri・・TF）・9617・S・mir・nng・1・に雛照る・
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