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はじめに

　一昨年11月，『広島大学図書館で行なわれ

ました第12回国連寄託図書館会議では，こ

れに先だつ6月，ブラッセルでの「国際機

』関のドキュメンテーションに関する第2回

シンポジュウム」の論文数点が取り上げら、

れました。その1つ，ダグ・ハマ「ショル

ド図書館法律資料担当司書のクレックナー

さんの標題の論文を，、ここに紹介さぜてい

ただきます。　　　　　　　．，

　　　　　　　　　＊

　普通の本の形で出版される法律関係め資

．料は，国連の法務局（0缶ce　of　Legal　’

Affairs）を構成する’以下の部門によって

発行の運びとなる。即ち行政裁判所事務

室，一般法務部，法典三部，．国際商取引法

支部である。これらの出版物は，年刊，定

期，または不定期に刊行される。

　これから主な出版物の各々を紹介するこ

とにしよう。

1　国際行政裁判所判決集

　　JUDGEMENTS　OF　THE　UNIT－

　　ED　・　NATIONS　ADMINISTRA一

　’TIVE　TRIBUNAL．　1958－

　　Irregular

L　1950年1，月1日から，国連と専門機関

（専属の裁判所のあるILOを除く）’の職

員の申立（雇用契約や任用条件の不履行に

関する）を解決するために裁判所は活動を

開始した。初めは，その判決は謄写刷での

み刊行されていた。しかし1957年8』，月16日

以降は，裁判所長官の要請を事務総長が承

認して，普通の本（索引が付された）とし

て印刷されるようになった6この本（索引

付き）は，以後の判決の手引きになるよう，

それまでの裁判の事例が調査しやすいよう

に編輯されたものである。

2．今まで5冊が刊行され，1号から166

号までの判決集となっている。英語版・仏

語版がある。167号から252’号までの判決・

はまだ謄写刷のままで，1973年から1979年

までを包含している。これから出版される

．6回目は167号から・230号までで，年代は

1973年から1977年。

3．各巻には，目次（判決のナンバーと当

事者名），・判決文，判決で言及した規定や

規則の本文，行政裁判所に関する書目，判
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決への索引などが含まれている。この索引

にはr般の件名標目に関連の見出し語が付

されている。．

4．一’謄写刷の判決集，各々は文書記号AT／

DEC／一をもち，目付，判決と事例のチン’

バご，当事難名，裁判所の構成が分るように

なっている。印刷・出版されたもみは，それ

ぞれの判決ごとに，詳細な本文の前に，ま’

ず事実の要約と裁定とが掲載されている。

，公聴会の速記録，各々はATIPV／一＝と

いった文書記号をもち，謄写刷形態で㊧み』

刊行されている。

H　国連諸機関の慣行集

　　REPERTORY　OF　PRACTICE
　　OF　UNITED　NATIONS　OR－
q　GANS．　1955一’　lrregular

1．1953年国際連合総会は＊第6委員会

（魅・緯会の主要委員会，法律問題を担

当）の要請に応えて，亡の慣行集の出版を

承認した。この資料は国連のさまざまな機

関が活動する際に適用される国連憲章の各ド

条項をよりょく理解するため，また，憲章

の改訂が（その1Q9条に従って）検討され

る場合には，そのための参考資料となるこ

・と，をめざしている。

2・．この慣行集は以下を要約し，掲載して

いる。a）主要な機関の最終決議，　b）代

表者，報告者，また，その他の任にある人

々忙よるステーFメントまたは提言，c）

中間の決議，d＞補助機関の決議。したが

ってこの慣行集は実例となる決議，、あるい

ぼ代表的な決議を選んで編集したもので，

これらの決議は憲章の規定を実施したも

の，規定を引用したもの，あるいにその決

議が憲章に関連があることを意味してい

る。

、3．各条項の検討は以下の構成になってい

る。即ち，条項の本文，その注釈，そめ条

項の適用頻度と範囲をきめたデータを示す、

・概説，議事録の前後関係ζある決議の提案

を証明する慣行を分析・要約した’もの，必

要な場合には適切なドキュメントをリスト

した附属書。

　殆ど運用されない条項については説明文

の中で言及するにとどめている。

4．慣行集の最初のセットは1954年8月31

日までの慣行を包含しており，5冊本で，・

その1冊ずつが以下のように憲章の特定の

条項にあてられている。　　・

一1巻（1～22条）国連の目的・メンバ

　一“代表者・国連の諸機関・総会に関す

　る部分。

一2巻（23～54条）』安保理・紛争の平和的

　解決・侵略行為・地域的取極めに関する

　部分。

r－3巻（55～72条）経済的及び社会的国際

　協力と経済・社会理事会に関連して。

一4巻（73～91条）非自治地域・国際信託

　統治制度・信託統治理事会に関して6

－5巻（92～111条）国際司法裁判所・事

　務局・雑則・憲章の改正。

　これら1ん5巻用の件名索引が，別冊で

1975年に刊行された。これで検索すると，

本の巻数でなく何条の条項かが分るよ’うに

なっている。（＊該当条項の何条という数字

と，これを扱った慣行集の該当巻のパラグ

ラフの数の組み合わせ）。［＊は訳者の注。

以下同じコ

5．その後の決議で，総会はこの慣行集の

継続出版を要請レ，結果として補遺3セッ

トが以下の通り発行された。

一補遺1号　1954年9月1日から1956年8

　月31日までの資料を含み，耳957年，全2
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　冊で発行。

一補遺2号　1956年9月1日目1959年8月

　31日の資料を含み，1963年から1964年に

　わたって全3冊本で出版。

一補遺3号　1959年9月1日～1966年8月

　31日置資料を含み，1971年から1973年頃

，でに全4冊本で出版。

　これら補遺用の件名索引は，別冊で1979

年に出版された。

6．今計画されているのに補遺4号で，

19畔明1日一一．1969年12月31日の鞭が

あてられ，2冊本で出される予定。その1

巻は目下印刷の準備ができたところ。2巻

は1980年10月には準備ができるであろうと

思われる』補遺5号は1970年1月1日から

1978年12月31目の期間を包含することにな

ろう。

7．最初の与冊本，補遺1号，2号と補遺

3丁目第2巻は仏語でも出版。スペイン語

版は最初の5冊とその索引，補遺1号の第

1巻のみ。

　安全保障理事会慣行集（Repertoire　of

the　practice　of　the　Security　Council）　は

政治・安全保障理事会部で発行されている

・のでs・ここでは取り上げない。‘

皿　国連法制シリーズ

　　UNITED　NATIONS　LEGISLA－
　　TIVE　SERIES．’　19sl一　lr一．

　　reg亡lar

1・　このシリーズは，国際法委員会の勧告

で国際公法を漸進的に発展させるため，そ

の準備作業として始められたもので，国際

・法委員会が国際法典編纂めために検討す

る，持定の主題に関連する各国の法令，裁

判所の判決1条約規定を集めている。国の

法令は国の慣行を反映しているので，それ

を集めることは，特定の主題について今後

の法典化を導きだす一般原則を決定するた．

めに必要だと分ったからである。

2．通常このシリーズの各巻はその第1部

に以下のような各国の文書を収めている。’

即ち法律・制令・規則・通達‘覚書・裁判

所判決・外交通信等々で，それらは国連事

務総長の要請に応えて各国政府から提供さ

囁れたものである。そしてその第2部は多数

国間，あるいは2国間の条約規定にあてら

れている。個々の巻が出版される場合，そ

の取り扱う主題に関係なくシリーズ・ナン

バーが順次に与えられる。

’3．今までに出版された19冊が扱った主題

ぽ以下の通り：

一外交官及び領事の特権と免除に関するも

　の2冊は，1958年と1963年に刊行。

一国際機関の法的地位及び特権と免除に関

　するもの2冊。1960年，1961年刊行。第

　　1巻は一般的な国際機関の他に特に国連

　をとりあげており，第2巻は専門機関と

　他の政府間機関で，それらの本部協定，

　活動体制作りに関する協定，国連との間

　の，またそれぞれの国との間の特権と免

　除に関する協定，の問題にあてられてい

　る。

一1963年に出版された1冊は航行以外の目

　的で国際河川を利用する場合を取り上げ

　ている。．これには河川：を維持するため⑱

　規定や，専門の委員会の設置が含まれて

　いる。

、一C洋法に関連するさまざまな面：領海，

　大陸棚，接続水域，’公海，漁業と海の生

　物資源の保存，船の国籍などに関する9

　暦本は，1951年から1977年までの期間に

　わたって出版された。．

一一一P952年半発行された条約の締結に関する
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　1冊。

一1954年に発行された国籍：と無国籍：に関す

　「る法律についての2冊本。条約規定に

　は，’国籍に関する2国間の協定も，国瞭

　条約も，国籍に関する条款を含む平和条

　約竜記録されている。

’r一一’��ﾉ関する国家継承，条約以外の事項

　に関する国家継承を扱った2冊本。これ

　らは公の財産と：負債・国籍・司法制度・

　・あるいは行政上の問題に関するζとで，

　1968年と1977年に発行された。

4，・このシリ｝ズの非常に貴重な存在意義

．は，ある特定の主題について，法律関係の資

料を1冊または寺町にまとめていることで

ある。、このシリーズがなければ，これらの、

資料は数えられない程多数の一次資料の中

にばらばらに散らばったままの筈だから。

　　ラ
IV　国際法委員会年鑑

　　YEARBOQK・OF　THE　INTER－

　　NATIONAL　LAW　CQMMIS－
　　SION．・1956－　　Annua1

1．　国際法委員会はその7会期，1955年に，

総会に対しで次のことを勧告した。即ち国

際法に関する問題が広くゆき渡るようにす

るため同委員会の検討事項，会議の要約記

録，特別報告は印刷すること，というので

ある。承認を得て，総会は事務総長に年刊

で資料を出版するよう要請した。

2．最初の7会期分の資料は前にさかのぼ

ってまとめられ（1949～1955），委員会に

提出された言語のまま印刷されたが，要約

記録は英語のみ。仏語・スペイン語両国は

1956年に始まった。

3．年鑑は1年分が2巻になっている6第

1巻は会議の要約で，第2巻はその会期に

提出されたドキュメント（討議資料）一委

員会から総会への年次報告をも含む一一一一h9掲

載されている。ただしこの年鑑に再録され

なかっ癒ドキュメントについてはチェッ

ク・リストが付されている。（＊注：1978年

版からはその会期のドキュメント全部のチ『

エック・リストとなる。）

　ドキュメントは印刷される前にまず謄写

刷の形で刊行され，その各々．に文書記号

（AICN．4／一一またはAICN．4／L．一一，

注：Lは限定配布を示す）が付されてい

る。そのナンバーは個々のドキュメントの

主題と関係なく一連番号で次の年へ続いて

ゆく。

　実際の会期とその資料の出版時期との間

にぼ普通2年のずれがある。

4・今まで出版された29の年鑑には，委員

幽会が関係したある特定の主題がどの部分に

，掲載されているかを探す索引がないので，

ここでこれらの主題をiLlストして，それが

取り扱われた年と最終結果，または現在の

状態を書き出してみよう。もし最終テキズ

トが年鑑に掲載されていない場合には，そ

れが見られる資料への参照を付した。

5．委員会が取り扱った国際公法の主題は

アルファベット順で以下の通り。

a）仲裁手続き：1950～1952，1956～1958

　仲裁手続きのモデル草案，年鑑　1958年・

、版2巻12～15頁
O　Arbitral　procedure　：　1950－1952，　1956－

　1958
　　Model　drafts　in，’arbitral　procedufe，

　1958　Yearbook　Vol．　II，　p．　12－15

b）侵略の定i義：1951

　侵略め定義（＊AIRes．3314．（XXIX）

＊注：総会29会期決議3314，1974年12月14

日），

0　Definition　of　aggres．sion　：　1951
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De価ition．of　Aggression（AIRes‘　3314　　　　．一：LDiplomatic　intercourse　and　im皿u．

（．XXIX）7　14　De6e；r｝be；　1974＞　．

の外交蘭係．

一外交関係と免除：1955，1956，19S8．．

　　結果：外麦関係に関するウィ．，・一ン条約

　　1961年4月18日，．発効1964年4月24．

　　目（＊こ刀＞TS＜国連条約集＞500巻95

　　頁）議定書（同223頁と241頁）（＊注．：

　’UNTS＝＝Uni，ted　Nations　Treaty，

　　Se’ries）　，

一領事関係と免除・．19鉱1959～1961

　　結果：領事関係に関するウn．弓ン条約

　　1．963年4月24日；．・発効1967年3月19日

　1（UNTS　596巻261頁）議定書（同469

　、頁と487頁）　　　　　　　　　　　　　’

“Tアド累ヅク外交：196q，1962ん1967．．・

　　結果・特派使節に関すち条約，三．ユ・一一一．．』

　　ヨーク，1969年12月16日未発効（A／

　　Res・2530（XXIV））1969年12月β月）

　　議定書．（AIRes．．．2530（X）〈IV））

望計国家と政昏昏機関．とり関係：1963，

堰D1967”一／1，971　，

1：驚難鮮享

ll警罐矯1鱗憲ゑ

　源結果1．外交官等保護の資格を有する人、

　　ご々に対する罪の防止と処罰た関する条

獅繭：義6翌1灘｝鴛16．

　　（XXVIII）．）・973年12月14日

　一外交伝書使及び外交公平の地位た関す

　　る議定書作成について．の提案：1977年

　　検討中。’

O　DiplomatiC’relations　・

　　　　nities：　1955，　1956，　1958

　　　　0utcome：・’Vienna　Convention’　6n’

　　　　　Diplomatic　Relations，　18　April’1961

・，　’　一in　force　24’APr－il，　1964’ i500　UIZVTS

　　　　，95）’With’proto．gols　（500　UIZVTS　223・

　　　　　and　sqo　，　UNTS　24．1）

　　　一Consular　intercourse’and　imnitinl－

　　　　ties：　1957，，1959－1961，

　　　　Outcome：’Vienna　Cbnvention’　on

　　　　　Consular　Relations，　24　April　1963，・

　　　　’　in　force　19　Mar．，　’1967’（596　UNTS

　　　　’261）　with　protdcols　（596　UNTS・

　　　　，469，　596　UNTS　487）　．1

’．，　．一Ad　hoc　diplomacy：’1960，　1962－1967

　　　．　Outcome　：　ConVention　’・’pn　’　Special

　　　　／　Missions，．New　York，　16　De¢ember

　　　　”，i－969，　not　in　f6rce’　（AIRes．　2530

　　　　　（XXIV）　’8　December　1969）　with

　　　　　protocol．　（A／Res．　2530　（XXIV））

　　　一Relations　betweeh　States　’and　．　lnter－

　　　　governmental　Organizations：　1963，

‘撫ii蹴講

　　　　謙鯨糊雛

　　　一Question　．of．’protection　’arid　iriviolh－

　　　　bility　of　diplomatic　agents　and　other

．．

蜑謨搏蛯P器rtl叩
　　　　，OutcQme　：　．Convention　，　on　．the　，　Pre一’

　　　　　vention．and　Punishment　of　Crimes

　　　　　against　’internationally　，　Pr．otedted’

　　　　　Pe，　rs’onS’　including　Diploniatic

　　　　　Agehts？　New　York，　1’4’　Dec．1973，
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　　1．「　．in，．　forc母20．F6bl，．ユ977．（AIR6s・　．．　．　II，．　P・．58T60・、．．

　　　　　3・66！翠VI耳））・4．．D・g・　」・973・・’．．．　r掴際水路．

　　．岬・・．…4㎝・皐e．91abg・aゆ．・f・．．一鴎水路に謝る国離の嗣の離
　　　・P・・tp，cgl・　cQpc『・ning　t．1｝’e・．status　．　Qf　the．．．．r的発展と法典化・i宙L　1973；Ig1　4・

　　　　diplo叩tic．ρo亡fier　an母t与e．diplomatic．．1．’．‘．．1976・検討中。韓告は年鑑19ク4年版．2

　　　．b・g・6・lacc・卿・ni・d・by　diplbm・・i“tt　ttt巻2細ん365瓦標題“国際河川の

　　　．cgu・’er・1977　U噸ゆ・’de脚・．．．．製罐用・論る辮上儲罵
　　d）．．国話法・・1／，．．．．、．．：．．．．・．．．．OI・t・rn・ti，・nql’w・t・・c・urse・・．

　　，一L二．・ルンベ・げ諸原則碇式イヒ・一　　．一P・69・essi・・d・v・1・pm・・t・n，d・・difi一

　　　．．1949～ig51　．　．　　、　　　．，　　　．．　　．　’・．．　．、』　　lcation　qf　the　rules．of　iptbrnatib，na’1∫

　　　　結果・‘掴離章と車・レ、ンベルグ法．　’　／tt　l・W・el・噌・・．iA・←・…i四二・・r一

　　　．廷の判決と．で承認された国際法の芦原　．．t　t、．’．・courses：1971，1973；．：1974，11976．

　　　∴則”。年鑑1950年版2巻191タ195頁　　、　　　・．Unde・．c・nside・ati・n．　A・ep・・t　is

　　・三際刑事淵礁欄題・・949タ・9S・・1■．一i・1974．距・・嫉．v・　II・…2・．

　　　　保留、・・．㌔一．　ttttt．．．r　．　、P・33－36与，・n・it1・d鴫・・1…b1・ni・・

　　「願の平和按全記する罪に隔る　　・e1ゆg　t・Fhe　ytili・a‘i・n・ゆ・e・ξ．

　　　．法典草案・1，950・1951・・’一1954・．この草「：’．．：i翠t¢m・ti・pql・ivers”・　，
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一Successign’of　States　in　respect　of

　treaties．

　Outcome：　Vienna　’Convention　on

　　’＄uccession　of　States　in　Respect　of

　　Treatiesジ23．Augu：st　1978，　not　in

　　force　（A／CONF．　80／3，1）

’　一Successioh　of　States　in　respect　of

　matters　other　than　treaties．　Urider

　consideration．

V　倒連司法年報

　　UNITED　NATIONS　JURIDI－

　　CAL　YEARBOOK．　1963－
　　A耳nual　’

1．1959年総会ぽ国連と政府間機関である一

専門機関に関連をもつ法律資料文書を収め

た出版物の発行をきめた。

2．最初の巻は試験的に2分冊で出版さ

れ，1962年の文書を集めており，文書記号

はSTILEG／8である。それ以降の15巻迄

！＊，包含する年代が1963年から1977年とな

らている。

　各国政府や政府間機関により発行される

法律関係文書は，あとで年報にくみ入れら

れる。普通，出版め時点とその出版物に割

り当てた時期との間にぽ，1年の遅れがあ

る。それは膨大な文書を仏語，スペイン

謡　ロシア語に翻訳するためである。

3．各巻は以下のように4部に分かれ，そ

の中がまた章に分かれている。

　第1部　国連と政府間機関の法的地位に

関連した以下のものを含む：　　　’L

（a）法制のテキスト　例えば，法令・宣言・

制令・通達・命令・布告・規則・決議・法

定の規則等々で，政府が諸機関とそこに働

く国際公務員に特権と免除を与える際に出

される。

（b）条約規定　以下のさまざまな問題に関連

して国連と加盟国との間で結ぼれるもの。

即ち会議または設備の創設，ユニセフの活

動，運営上のまた技術上の援助，．特別基金

の設置，国連平和維持軍の常駐と関連要求

等々。政府間機関と国との問の協定も規模

は同様。

　第1部は法制ジリーズ中の国際機関の法

律的地位，特権と免除に関する巻（ST／

LEG／SER．　B／lo，11）への年刊補遺とな，っ

ている。またこの第1部は法律文書め関連

部分を再録し，全文への参照を付し，な

お，・国連と専門機関双方の特権と免除に関

する基本条約受諾の加盟国一年間を通じて

の一をリストしている。

　第2部国連と政府間機関の法律面での

活動で以下を含む：

（a＞当該年の間の國連と政府間機関の法的活

動の概観。

（b）ζれらの機関の提唱で締結された国際法

に関する諸条約。重要な条約は全文をのせ

るq発効後に始めて発表される国連条約集

の不備を補うために。

（¢）国連行政裁判所と国際労働機関行政裁判

所の諸裁定。各事件の概要と裁定は当該年

を通じて下された判決の一覧の中に含まれ

ている。

　国連事務局と政府間機関事務局の，他で

’は発表されていない代表的な法律上の諸見

解。それらは様々な事項に関するもの（例

えばメンバーある㌧・はオブザーヴァ』一の地

位，国の援助を受ける資格，傭兵に関する

法政策等々）。

　第3部国連と政府間機関に関する裁判

の判決で以下を含む：

（a）国際司法裁判所の裁定と意見。

（b）国連，関連政府間機関と，そこに勤務す一
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る国際公務員にとって重要な事柄について，

の各国裁判所の判決。その判決というの

は，管轄権からの自由，費用の免除，国連．

平和維持軍の軍隊め法的地位等浸に関する

ものである。各判決には事件の要約と裁判

所の解釈，テキスト全文を掲載する資料へ

の参照が付されている。

　第4部法律関係の書目6法務局の責任

でダグ・ハマーショルド図書館により準備「

されている。この書目は司法年報のその巻

がカヴァーしている年の間に，多るいはそ

れ以前に出版された論文，雑誌論文をリス

トしている。主題は一般的に言って国際機

関，つまり国連諸機関，専門機関に関連し

ている。そしてこれらにとって重要な国際

法のテーマがとりあげられている。

4・　この年報には包括的な索引がなく，そ

れがこのすばらしいレファレンス・ツール’

の値打を下げている。

VI国際仲裁裁判裁定集

　　REPORTS　OF　INTERNA－
　　TIONAL　ARBITRAL
　　AWARDS．　1948一　Irregular

ユ．慣習国際法をもっとたやすく役立て、ら

れるようにするという目的で，総会の決定

．により，この仲裁裁判裁定集の編纂が1948

年に女声まった。

2．最初の3巻は国際司法裁判所の登録所

により準備された。その後国際法委員会の

勧告に従って，1950年たその出版業務は法

務局の法典化部に移った。

3．裁定を出版する手続きは，’ ﾜず政府が

裁定の本文を提出するか，またはその本文

の掲載資料を知らせるかである。結果とし

て，この裁定集では，裁定は日付による年

代順にまとめられているのではなく，出版

のため提出された順に掲載される。このこ

とが，常設仲裁裁判所とその他の特設綜廷

により提出された裁定で，1902年から1920

年までを包含するものが，何故，1920年か

ら1941年に及ぶ裁定集の後に出版された

か，また1895年から1903年にわたって出さ

・れた裁定が，1941年から1961年までをまと

めたものの後につけ加えられたかの説明に

なっている。

4．1980年現在，編集の概略は次の通り：

収録年代　　巻数　層　・裁定

1920～1941　1一皿：，国家間の紛争に関す

　　　　　　　　　　る特設法廷の判決。

　　　　　　IV一宇・一般あるいは特別請

　　　　　　　　　　求委員会の決定。

1902～19201X－XI常設仲裁裁判所と，

　　　　　　　　　　ある特設法廷の判

　　　　　　　　　　決。

1941～1961∬一XIV第二次大戦後の平和

　　　　　　　　　　条約履行の決定。う

1895－1903　XV

1962”v1963　XW

．ちいくつかはリビア層

の国連裁判所で下さ

れたもの。そして1．

つは郵便関係事項に

関するもの。

1902年以前の特設法

廷の判決とアラスカ

の境界事件。

さまざまな調停委員

会の決定。

5．各巻は，事件発生の歴史的な背景につ

いて述べた謙明文が特徴になっている。こ

れらは条約の本文一これらの条約に基づい

’て委員会とか裁判所が機能してきている一・

め前にある。

　事例は裁定の日付に従って年代順に茸ん

でおり，申請者の名称から記述が始まって
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、いる。本文は原文の言語をもとに；英語か

またほ仏語で発表されている。

　各巻には問題になった条約や委員会こ関

する書目カミあb・，索引もある。

．6t　このシリーズには包括的な索引がない

ので，簡単に前の裁定にさがのぼれない。’

そこでA・’M・Stuytの‘国際仲裁裁定の

概説（Survey　of　’　lnternational　Arもitral

－Awards）1794－1970’（1972年Sijthoff出

版）を用いなければならない。これには

．RIAAの略称で，こ㊧シリーズにのって

いる裁定への参照がある。

7・’17巻，’P8巻が出版される予定。17巻は

インドとパキスタンの間のRann　of’Kutch

仲裁裁判．（1968）にあてられるであろう。

一方18巻は英国とフランスの聞の大陸棚の

境界決定に関する1978年の仲裁裁判，アメ

リカとフランスの間の1946年の空輸協定ぬ

関する1978年Q裁定，ーヨーロ、ッパ原子力共

同体委員会と英国原子力公社の問の前者徒1

業員の訴訟費用査定金額に関する1967年の

事件を含むことになろう。この両脚兵印尉

中。

、珊：国連国際商取引法委員会年鑑．

　　UNITED　NATIQNS　COMMIS－

　　SION　ON　INTERNATIONAL
　　TRADE　LAW　YEARBOOK．

　　1971一　Annual

　1・　この年鑑の出版は1969年に承認され

・t ｽ。丁度，委員会がその仕事をより広く知

　らせるために設置されて3年を経過した時

期である。

2．今までに8冊刊行されている。最初の

．巻は1968年から1970年までの3会期分，t最

新巻は1977年の10会期にあ“（iられている。．

・通常，会期と出版との間には1，2年のず

れがある。この年鑑には仏・スペイン・ロ

　シア語版もある。

3・各巻の内容は以下で構成されている：

　a）前会期の仕事に関する国連貿易開発会

議や第6委員会のコメント，b）進行中の

会期の研究活動や報告，そして。）委員会

の仕事に関する書目と，この年鑑に毒録さ

れたドキュメント，されないドキュメン

　ト，双方のチxック・リスト。第1巻は委

員会の創設に関野ド㌔・シトも含む。

4・空読の中には，普通のと少し違う．文書

記号のついたドキュメン』トもリストされて

いるが，一般に配られているドキュメンF

（AICN．9／一一）澄けが再録されている。こ

の記号のナンバーは主題に関係なく会期を

おって出された順につけ’られてゆく。

　会議の要約は年艦には再録されないが，

例外と、して，国際商品販売における規定

（制限）条細・関する会譲録（講概幸艮）

だけは，1973年の3巻の補遺と’して出版さ

れている。

5・包括的な索引はないが，関連主題がど

こにのっているかを探し易くするために作．

成した下記のリストがある6それでこの委

員会が調和と統一のために考えだした国際

商取引法のさまざまな主題をまず知ること

ができる・こめリストは主題毎にその検討「

がの？ている年鑑の巻数を指示しておわ，

最終的な結果や現在の状況が分うようにな

っている。最終テキストが年鑑にのっそい

層ない場合，他の掲載資料への参照がある。，

6．、国際商取引法の以下の主題は，．調和と

統一あために検討を加えられた、

a）通商上の仲裁：1，皿；・IV，　VI，　W，

V皿．

結果；国連国際簡取引法委員会仲裁規馴と

1976年12月15日（国連総会公式記録31会1
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期，補遺17号（A／31／17）5章，c項，35頁）

b）海運に関する国際法令：1一顎。

結果：商品の海上輸送に関する条約，ハン

ブルグ，1978年3月31日未発効（AICONF・

89／13）ハンブルグ規則として知られてい

る。

c）国際支払い

r流通証券

　一為替手形と約束手形：1－V，珊。統

　　一法，検討中。

　一小切手：1，∬，V，　VI。統一規定，

　　検討中。

丁商品への保証：VI－W。模範規則，検討

　中。この主題に関する国内法のリストは

　8巻219頁。，

一銀行家の通商上の信用と銀行保証：1，

　切。統’慣習と慣行，’検討中。

d）商品の国際販売

四丁イム・リ§ットと制限（商品の国際販

　売分野での規定）：1－rMと補遺6締果：●

　商品の国際販売における制限期間に関す

　る条約。1974年6月12日未発効（（A／

　CO：NF．63／15）と5巻の209頁）。

：rr商品の国際販売と基準契約：1一皿。結

　果：商品の国際販売契約に関する条約，

　ジュネーヴ。1980年4月11日（A／cONF・

　97／18）　．

、の掴際商事取引における製造物責任・

　・1VI，瓢。法改正の提案，検討中。

tt．f）多国籍企業；VI・．

多国籍企業委員会と密接に協力して，法律

上の規定の一致をめざし，三三中。

冊　国際商取引法に関する条約本

　　文そめ他の文書登録簿

　　REGISTER　OF　TEXTS　OF

　　・CONVENTIONS．　AND　OTHER

　　工NSTRUMENTS　CONCERN－
　　ING　INTERNATIONAL，　’

　　TRADE　LAW．　197H973．

1．　国連国際商取引法委員会の要請で，総

会はこの登録簿の出版を承認した（1巻

1969年，2巻1971年に）。これは国際商取引

の主踵に関する法律文書を編纂したもの。

2．第1巻ぽ商品販売と支払い分野の関連

テキストを含む：

a）商品の国際販売。

　適用可能な統一法に関するハーグ諸条

約，東ヨーロッパ経済相互援助会議（＊cME

A＝Counci1　for　Mutual　Economic　Assist－

ance），のサーヴィスと譲渡に関する一般規’

・定，国際商業会議所め貿易条件に関する国

際規則（lncoter皿s），私法統一円際研究所

とアメリカ大陸諸国間司法委員会の条約

案。

b）国際支払い。

　　i）流通証券。為替手形と小切手に関す

　るジュネーヴ，ハーグ，モンテヴィデナ
　　　　　　　　　　　　　　　　　諸条約とアメリカ大陸諸国間開発銀行の

　統一法。

　ii）銀行家の通商上の信用。国際商業会

議所（＊ICC－1…m・・i・n・1　Ch・mbe・・f

　Co卑merce）O統一慣習，慣行そして規

　則。

　di）保証と肝内。海事の先取特権と担保

　抵当権，通商上の地上法，航空機及び内

　陸航行船舶での権利に関するブラッセ

　ル，ジュネーヴ？モンテヴィデオ諸条約。

3．第2巻は通商上の仲裁と海運の分野で

の関連テキヌ：トを含む：
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の通商上の仲裁。ジェネーヴ；モンデヴ

ィデオ，一ニュ　・一ヨーク，パリ，ワシントン

諸条約；国際法協会，国際法研究所，アメ

リカ六陸諸国間法律家会議，アメリカ大陸

諸国間司法委員会，私法統一国際研究所に

より公表された条約案；国際商業会議所，

エカフェ，ヨーロッパ経済委員会，アメリ

カ大陸諸国間通商仲裁委員会から発表され

た統一規則。

b）遜運。船の抑留，船荷証券，海上での噛

衝突，船主の責任，海事の先取特権と担保

抵当権に関するブラッセル，モンテヴィデ

オ条約；国際法協会と国際海事委員会の三

二規則；政府間海事協議機関（＊IMCO＝

Inter－govern皿ental　Maritim6　Consulta－

tive　Organization）／ヨーロッパ経済委員会

（＊ECE－E・・n・血i・CQmmissi。n　f。，　E。一t

l・P・）合同輸送に関する条約案・　二

4．すべてめ文書に公式資料への参照があ

り，それぞれの巻が印刷された時点で判明’

している署名・批准・宣言の日付がついて

いる。最終条約についてはテキスト全文が

のっており，草案過程にあるものだけは要，

約になっている。’

　血続と・も仏，スペイン，！itシア語版もあ

る。公式の翻訳がない場合には，非公式の

ものが再録された。

D（事務師長が受理した多数国間

　　条約集と附属書
も　　　　コ

　　．MULTILATERAL　TREAT工ES

　　IN　RESPECT　OF　WHICH　THE

　　SECRETARY－GENERAL　PER－

　　FORMS　DEPOSITARY　FUNC．

　　TloNs　AND　ANNEx．　1968－

　　　　AnnuaI

1．∫こ．a）出版物峠初め国際連盟によって刊

行されていたが，1949年に国連がひきつい

だ。当時の．文書記号はSTILEG／3であら

た。タイトルに多少の変更があった後，法

律関係シリーズとして1♀68年に出版され

た。

2．@国if　r専門機関・国際連盟の賛助を得

て締結された多数国間条約のすべてについ

ての情報が含まれて．L・る．国連憲章1まアメ

リカ政府に寄託されているが，しばしばこ

れについて情報を得たいという要：請がある

ので，この条約集に含まれている。

　このシリーズは2つの要素からなりたっ

ている。

a）年毎に1冊にまとめて出版される本に

ま，国連に登録された多数国間条約に関連

する署名・批准・承認のリストがある。

b）附属蔀ルーズ・、リーフスタイ・レで，

上記の本に含まれている殆どの条約の最終

条項を再録している。

　第12番目め版は1978年12月31日現在のデ

rタを収めて室り，1979年に出版された。

各国はその前の版に取って代わるという出

版形態である。

3・年刊の1冊本は2部からなってU，る。

第i部は26章あって，三章は署名の日付順

に特定の主題に関連する協定をリストして「

’いる。第2部には国際連盟の下に締結さ一

れ・事務総長が受理した多数国間条約がの

っている。これらの条約は連盟の最：終の出

版物にのっていた順に記載されている。

4・条約毎に，フ・？sイトル記載の衡こ，

発効・登録の附，ナンバー，国連条約集

のどこにのっているか，．などの情報があ

．る。・まだ条約集に発表されていない場合

は，他の公式資料への参照がある。

国名は署名・批准・承認の日付と共にア

ルファベット順にリストされている。日付
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についている記号“A”は承諾を示し，記

号“a”は承認を示す。（後者は正式の承、

諾で，最初の契約当事国と同じ地位をその

国に与える。正式り承諾は批准と加入の意

味があるから。そして加入は批准よりも軽

くとられるが，実際たは殆ど同じことであ

る。）国による条約の廃棄通告に関しては，

国名は依然リストに残されているが，ただ

し署名の日付に角括弧がつけられる。

　国によってp’けられる宣言または条件の

本文は，脚注に再録されるか，別の見出し

の下にまとめてのせられ｝こいる。

5．．附属書：最終条項は，国々がある条約

の当事国になり得るその方法を，暗に示す

　レファレンス・ツールとし（役立つ。ルー

ズ・リーフ形式の目的は，新たに受理され

』た多数歯間条約の最：終条項がたやすく繰り

込めることである。「

　資料の並べ方は，前述の年刊の1冊本と

ｯ様6附属書からはずされているのは，未

・発効の条約の最終条項，GATTに関する

1条約，国際連盟関係の条約，また国連が血

忌立される前の諸条約の最終条項である。

1．「6｛，、．・．このシリーズは英語版と仏語版があ

、1為年刊の・3朋が印ral」中（＊もう手許に

添到着）。

tt、・ 奄?ﾄ附属書の形で刊行された最終条項

、∫，にゴ：冷までのところ10の補遺が追加されて

　いる。・

X　条約及び国際協定説明書

　　STATEMENT　OF　TREATIES・

　　AND　INTERNATIONAL
　　AGREEMENTS．　1946－

　　Monthly

1．事務局に登録され，ファイルされ，記

録される国際協定の説明書は，憲章102条

を実施するための規定に従って，月二七で

発行されている。

　最初の35の月刊分冊は，1946年から1949

年までシリーズ記号なしで発行された。

2．　月刊9）各号は2部にかれ，それに附属

部分がついている。第1部は職権上登録さ．

れた周際協定をのせジ第2部はファイルさ

れ，1記録された国際協定，附属部分には批

准・承認等々の状況に関する情報をのせて

いる。

　憲章Q102条を実施するおめの規牢によ

れば，（その規定は条約集の第1巻に発表

されているが，その後44巻，76巻に修正部

分が，859／860巻には殆ど全文が再発表さ

れている。）協定は以下ゐ場合に職権上国

連事務局に登録される。即ち国連がその条

約の当事者である場合，その条約により国

連が登録する権限を与えられた場合，周面

が多数国間条約の受託者である場合；であ

る。また協定は以下のものがファイルさ

れ，記録される。即ち国連または専門機関

により締結された協定，国連のメンバーで

あり，国連憲章の発効前にその当事国であ

った国により事務局に届出のあった協定

で，しかも国際連盟の条約集に含まれてい

なかったもの，憲章の発効以前または以後

’に国連メンバー外の当事国により届け出ら

れた協定。

3．　この説明書は各条約や協定について次

の様な情報を与えている。即ち，登録ナン

バーまたは記録ナンバー（それぞれ別々に

ナンバーを与えている）・協定のタイトル・

締結の日付・発効の日付とその方法・使用

言語・登録またはファイリング申請者の名

称と権限・正式手続の日付。

4．1974年の4月以降の説明書は，コンピ

ューターで作成されているもので，主題と
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当事者名による索引が特徴になっている。

この索引は1975年から毎年累積されてい

る。累積索引はいつも12，月号に収められる。

者号の本文は英語と仏語を併用してい

る。

M国連条約集

　　UNITED　NATIONS　TREATY
　　SERIES．　1947一　lrregular

1・国連憲章の102条に基づいて・総会第

1会期に，国際連盟条約集（1922＆1945）．

をひきついで，国連事務局がとのシリーズ

を出版することが承認された。

2・　このシリーズの各巻には，各国や各国

際機関によりファイルされ，既に発効して．

おり，国連事務局に登録されているすべて

’の国際協定の本文と，その批准・承認・継

続・廃棄通告等々の状況とがのっている。

　本文は，締結されお時の言語と（その言

語が英語か仏語である場合を除き）必ず英

語と仏語でも発表されている。

3・・面隠に100巻毎に，最近では50巻毎に

出されている。今までに11冊の索引が英語’

叛と仏語塚とで出ており，第741巻を含み

（票引総藻号は701巻から750巻にわ牽る＞

1970年の中頃までを包含している。

　’この索引の各巻には，署名ゐ日付順であ

る年代索引・一般国際協定用の年代索引・

それに国名，機関名，大まかな件名による

アルファベット順索引がある。

4・．こ’a．シリーズの出版が旧くれていると

いうζ，とはよく知られている事実である。一

その原因は・提出される文書の増大と，．登

録または記録の作業をこなす職員及び仏訳．

担当職員の不足である。’

　このことは一方に約260冊の未処理資料

を生みだし，他方に番号順を無視した出版

作業をもたらした。これは仏訳の不要な巻

が先に編集されたからである。従って：」番

号順にそろっていないために，索引もまた

遅れるという結果となった。

5．事務総長によってとられた対策はジ条

約課のポストをふやして事務処理能力を強

化し，また憲章の102条を修正して，協定’

の中にはもう詳綿には発表し：ない筋定も、あ

るようにした。それはどういう協定かと言

えば，a）援駒や協力に関するもの，　b）

会議やセミナーめ構成に関するもの，ある

いは。）事務局で別に出版されるもの，、で

ある。

　仏訳の問題も同様に解決された。

6．従って，今普通1『 N間に出版される約

40冊の，その各巻に2巻分の巻数を与えて

1989年までたは260冊の未処理資料をなく

幽すことと，提出された原稿のすべてを再び

番号順に処理するζとを計画している。で

ある。第885巻を含むそれまでの各巻

は，す縛て今1完成へのさまざまな編纂過

程にある。しかしその内9）859／860巻から

．933／934巻までの問に，全部で21冊の巻数・

を2つもつ巻が出ることになるだろうと思

われる。これは次の様な事実から分る。つ，

まり，ヴェトナム平和協定を含む第935巻

は出版をせきたてられて，他のものに発表

された場合に比べて2年早い1977年には配

布され牽という事実と，協定の中のあるも

のは，もう詳細には発表されていないとい

う事実からである。

7・索引の編集責任を負っているダグ・ハ

マーショルド図書館は，仏語への翻訳作業・

の遅れによ？て起った障害がとり除かれ

て，．現在は索引作業を促進する方法を見出・

しつつあるところ。

8・．1970年以後のこのシリーズのレファレ
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ンス．
E・

V’@’一ルとしxて1，0ceanaから，1970年

から1974年の間をうめる索引（＊Vambery，

Joseph　R．　＆　Vqmbery，’　Rofie　V．，　Curnu．

lative　list　and　inddx　of　treatie＄　and・in’．・

ternational　agreerpents・．：　R，　egistered　Qr

創ed　and　recorded　with　the　S6cretariat

of　the　United　Natiotis．　Dec．　・1969－Dec．

1974r　2　v．1977．）カ1出版1されている。その

後は前にあげた条約及び国際協笙説明書の

年毎の索引を用いればまい。tt

　条約課は，内蔀で利用するために国連条

約情報システム（SIONUT）を開発した。・

9．’このシステムによる電算化は，国際協

定に関するあらゆるデ藁タ’ i本文そみもの

を除く）ttの蓄積と整理をやりやすくしてい

る。こみSIONUTはニュ　一一ヨークの本部

にある函連のIBM電算機と結ばれてい

る6外部の潜在利用者がこのシステムを利

pするのはまだむつPts　Lv）。しかし，1979

年に始まったプログラ云の変更で，数年の

内には，IBM’ ﾌ端末によって外部からの

要求に応じられるようになるだろう。．そう

なれば各国政府や他の国際諸機関がここと’

直接情報を交換することも可能になる。

　　（はまむら・．さよこ．

　　　　　　　　　東京大学附属図書館〉

’1［Ullll田1湘lllllll］IN：llllllll川lllTIMIIIIISILII：1111111田且1騨川：lill且llli：lllllll！IIIIIIIIItlllll田tll111111111川llllll田m田lllmヨ［UIUI川lltlHllll：lllllM．田IHIII田1田田ml闘lllllllllllllllll川lll川llllllllllllllltlllll睦llMllltHI

　　（51ぺ」ジより続く）

　さて，幣制が整備された明治以降になつ

、，g・も難輝なりは，外湯通貨炉いくらぐらい

1だらたかという1こである。主要国にういて

lll；：塗；汀総合統計書の類に・外国嘉島相場が収

綜をま｝とめたデ蝉タが「内外貨幣度量衡比較

　　　　　　　　　．一

表」どしで，『通商三三』等に収録されて

いる。寒だし，、これも時期や国が限られて

いる。

　いずれにしても，古いお金の価値を問う

レファレンスは，容易に答えられそうにみ

えながら，その都度異なる．なずかしさが拳

る。・．

　　　　　　　「（経済社会課　相馬民子）
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