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第５３回国際原子力機関（ＩＡＥＡ）総会の結果について 

 

平 成 ２ １ 年 １ ０ 月 ６ 日 

内閣府 原子力政策担当室 

 

国際原子力機関（ＩＡＥＡ）の第５３回年次総会が９月１４日～１８日にウィーンにて

開催され、我が国から野田聖子内閣府特命担当大臣（科学技術政策）を政府代表

とする日本政府代表団が出席した。 

初日の１４日午前に、我が国の天野之弥核不拡散・原子力担当大使（前ウィーン

代表部大使）の次期ＩＡＥＡ事務局長任命が承認され、天野大使が受諾演説を行っ

た。また、その後の各国政府代表演説では野田大臣が一番目に演説を行った。 

 

 

１．ＩＡＥＡ総会概要 

 

○開催期間：平成２１年９月１４日（月）～１８日（金） 

○開催地 ：ＩＡＥＡ本部（オーストリア・ウィーン） 

○加盟国数：１５０カ国（平成２１年９月現在） 

○主要議題：ＩＡＥＡ活動に関するエルバラダイ事務局長演説、天野大使の次期Ｉ

ＡＥＡ事務局長任命の承認、各国政府代表演説、２０１０年予算の承認、

保障措置や核セキュリティ、技術協力活動、原子力エネルギー、原子力

安全、北朝鮮保障措置問題、各種決議案の審議と採択等。 

○日本代表団：野田聖子内閣府特命担当大臣（科学技術政策）、近藤駿介原子

力委員会委員長、藤田明博内閣府政策統括官（科学技術政策・イノベ

ーション担当）、天野之弥核不拡散・原子力担当特命全権大使、中根猛

ウィーン代表部特命全権大使、佐野利男外務省軍縮不拡散・科学部長、

他。 

○主要国出席者： 

米国：チュー・エネルギー省長官 

仏国：ビゴ・原子力庁長官 

露国：キリエンコ・国営公社「ロスアトム」社長 

中国：陳求発・国家原子能機構主任 

韓国：安秉萬・教育科学技術部長官 

印度：カコドカール・原子力委員長兼原子力庁長官 
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２．政府代表演説概要（全文は別添１参照。仮訳を別添２に添付。） 

 

○初日の９月１４日、１１時４５分（現地時間、以下同じ）から約１５分間、野田聖

子内閣府特命担当大臣（科学技術政策））による政府代表演説が行われた。 

 

○演説では、まず、我が国が原子力平和利用のモデル国としてＩＡＥＡに積極的

に貢献してきたことを述べ、エルバラダイ現事務局長の功績を称えつつ、天

野之弥大使の次期事務局長任命が今次総会で承認されたことにつき各国の

支持に感謝を述べた。そして、全ての加盟国に対し、天野事務局長の下で一

致団結して困難な諸課題に立ち向かっていくことを呼びかけた。 

 

○ 次に、原子力の平和利用に関しては、国際社会において、拡大するエネルギ

ー需要や地球温暖化への対応の観点から、原子力発電を含む原子力の平

和的利用の気運が高まっていることを指摘し、原子力エネルギーの利用は、

核不拡散／保障措置(Safeguards)、原子力安全(Safety)及び核セキュリティ

(Security)の「３つのＳ」に十分配慮して推進することが求められることを述べ

た。さらに昨年のＧ８北海道洞爺湖サミットで立ち上げられた３Ｓイニシアティ

ブ、新規原子力発電導入国への基盤整備支援のための特別拠出、核燃料の

安定的供給に関する議論への取組について述べた。また、原子力発電をクリ

ーン開発メカニズム（ＣＤＭ）の対象として検討すべきという点にも言及した。 

 

○ また、技術協力では、我が国が技術協力活動を重視し、医療、工業等の放射

線利用の分野における技術的・人的貢献について、ＲＣＡ（アジア・太平洋原

子力地域協力協定）やＦＮＣＡ（アジア原子力協力フォーラム）の枠組を通じて、

引き続き貢献していくことを述べた。 

 

○ 一方、核不拡散体制の強化については、唯一の被爆国として、昨今の高まる

核軍縮の気運を歓迎するとともに、引き続き粘り強く世界に核廃絶を訴えて

いく決意を表明し、２０１０年の核不拡散条約（ＮＰＴ）運用検討会議の成功に

貢献すべく、国連総会への核廃絶決議案の提出とＣＴＢＴ発効に向けた取組

強化を実施すること、また、日豪イニシアティブによる「核不拡散・核軍縮に関

する国際委員会」への期待について述べた。 

 

○ 保障措置強化に関しては、国レベル統合保障措置への取組、アジア不拡散

協議（ＡＳＴＯＰ）やＩＡＥＡセミナー等の取組について述べた。また、北朝鮮とイ

ランに関する最近の動きを踏まえた我が国の基本的考え方を表明した。 
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○ 原子力安全及び核セキュリティについては、安全確保を大前提とすることを

述べつつ、耐震安全性に関する知見をＩＡＥＡやＡＮＳＮ（アジア原子力ネットワ

ーク）を通じて国際的に共有すること、放射性物質の安全な輸送を実施しつ

つ輸送国と沿岸国との対話も積極的に継続すること、アジア地域の核セキュ

リティ向上への支援を実施しつつＩＡＥＡの核セキュリティに関するガイドライン

策定作業にも積極的に参加することを述べた。 

 

○まとめとして、エネルギー安全保障、気候変動、水問題、貧困撲滅、ガン対策

等の世界的な共通課題（グローバル・アジェンダ）の解決にＩＡＥＡが貢献する

ことが重要であり、ＩＡＥＡ加盟国が一致団結し、加盟国間の協力風土を醸成

することが不可欠。そうした協力精神の再生、言わば「新たなウィーン精神」

の共有のため、我が国は国際社会の架け橋として先頭に立ち、知見と経験を

生かしてＩＡＥＡに貢献していく決意を述べて、演説を締めくくった。 

 

 

３．プレス発表 

 

○現地での邦人プレスに対する会見が、政府代表演説後の１４日１２時過ぎに

総会会場のビル内で行われた。野田大臣から「天野次期事務局長の下で、

一致団結して困難な諸課題に立ち向かっていくことを呼びかけた」と説明した

後、記者側から天野事務局長就任に当っての感想や期待について質問があ

った。 

 

 

４．次回総会の予定 

 

 ○第５４回ＩＡＥＡ総会は、平成２２年９月２０日～２４日に開催予定。 

 

以 上 
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別添１

Statement by H.E. Ms. Seiko NODA, 
Minister of State for Science and Technology Policy 

Head of Delegation of Japan 
At the 53rd General Conference of the IAEA 

14 September 2009 
 

- Sharing a “New Vienna Spirit” - 
 

1. Opening Address 
Madame President,  
Mr. Director General,  
Distinguished Delegates,  
Ladies and Gentlemen 
 

On behalf of the Government of Japan, I would like to congratulate you, 
Madame President, on your election as President of the 53rd regular session of the 
IAEA General Conference. I would also like to welcome the Kingdom of Cambodia 
and the Republic of Rwanda as new members. 
 
 
2. Japan’s Role and Contributions to the IAEA 
Madame President, 
  

The Agency plays a key role not only in nuclear non-proliferation but also in 
promoting the peaceful uses of atomic energy in fields such as nuclear safety and 
security as well as technical cooperation, and thus is one of the most important 
international organizations in the maintenance of peace and prosperity for humanity. 
   

I am pleased that under the prominent leadership of Director General, Dr. 
ElBaradei, the Agency has gained an increased level of confidence and wider 
recognition by the international community.  I would like to take this opportunity to 
express Japan’s sincere appreciation to Dr. ElBaradei for his many accomplishments 
over the years. 
 

Japan has been making significant contributions to the Agency’s activities as a 
member of the Board of Governors since the foundation of the Agency, and as a 
model country in terms of the peaceful uses of nuclear energy.  The knowledge and 
experience acquired by Japan in this field has been shared widely and constructively 
with many developing countries by means of Technical Cooperation. While adhering 
to the “Three Non-Nuclear Principles,” Japan has also been contributing to 
strengthening and developing the IAEA safeguards system, by sharing its advanced 
safeguards technology with the Agency.  

 
Japan, in close cooperation with all Member States, is determined to make 
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continuing contributions to the Agency for its further development and reinforcement.  
The nomination of Ambassador Yukiya Amano, as a candidate for the post of 
Director General of the IAEA, is evidence that demonstrates this determination.  
Japan is, thus, very delighted that the appointment of Ambassador Amano as the next 
Director General was approved at today’s plenary session. Japan also wishes to 
express its heartfelt gratitude for the valuable support extended by Member States to 
Ambassador Amano.  
 
 Expressing our firm conviction that the Agency will continue to develop and 
be reinforced further under the leadership of future Director General Amano, Japan 
would like to ask all Member States to unify with a view to tackling the difficult 
issues the international community faces. 
 
  
3. Peaceful Uses of Nuclear Energy 
Madame President, 

 
In response to the growing energy demand and to global warming, the 

international community has, in recent years, begun reevaluating the role of nuclear 
energy, and the peaceful uses of nuclear energy, including nuclear power generation, 
has gathered momentum. 

 
It is necessary to give due consideration to “3S,” namely nuclear 

non-proliferation/safeguards, safety and security, in the peaceful uses of nuclear 
energy. An initiative was launched at the G8 Hokkaido Toyako Summit last year to 
encourage the countries that are considering the introduction of nuclear power 
generation to ensure 3S. As a follow-up activity to this initiative, Japan will, in 
cooperation with the Agency, continue to hold regional seminars on 3S and plans to 
host an international conference next year on nuclear security for Asia, particularly 
for those countries introducing nuclear power programmes. 

 
Furthermore, cooperation is essential in the various stages of preparation 

necessary for the introduction of nuclear power, including human resource 
development and the establishment of legal and regulatory frameworks. To meet such 
requirements, Japan will extend various kinds of assistance, including the sharing of 
our experience and knowledge through multilateral and bilateral cooperation.  Japan 
will also continue to cooperate with the Agency in expanding its assistance for those 
countries planning to introduce nuclear power generation, including through 
extra-budgetary contributions to the IAEA towards the Development of a National 
Infrastructure for Nuclear Power Plants, through the dispatching of experts, and by 
contributing actively to the related international conferences.  
 
 In addition, with a view to reinforcing efforts to combat global warming, it is 
necessary to mobilize all effective technologies, including those related to nuclear 
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energy.  Japan argues that specific types of technology, such as nuclear technology, 
should not be excluded when considering the role of the Clean Development 
Mechanism. 

 
On the assurance of nuclear fuel supply, taking various views into careful 

consideration, Japan hosted the “Seminar on Global Nuclear Fuel Supply” at the 
IAEA Headquarters in January of this year, in cooperation with the IAEA Secretariat. 
The purpose of this seminar, which was attended by approximately 200 participants 
from Member States, was to allow for information-sharing and fact-finding on issues 
relating to the whole front-end of the nuclear fuel cycle that would be necessary for 
those States involved to further discuss the assurance of nuclear fuel supply. We hope 
that such initiatives will contribute to fostering an environment that will facilitate 
discussions at the IAEA on the assurance of nuclear fuel supply. Japan, as a country 
actively engaging in the peaceful use of nuclear energy, will continue to participate 
proactively in discussions on the stable supply of nuclear fuel.  
   
4. Technical Cooperation 
Madame President, 
 
 Japan believes that IAEA Technical Cooperation should continue to be one of 
the main pillars of IAEA activities. Japan has a long history and numerous 
achievements in the field of radiation application, and recognizes the important role 
of nuclear science and technology in the development of social economy.  Therefore, 
we attach great importance to the IAEA’s technical cooperation activities, which can 
effectively address the needs of many Member States, and Japan will continue to 
make technical and personnel contributions relating to the utilization of isotopes in 
medical, industrial, and other areas. 
 
 As a member of the RCA, Japan has also been contributing to joint research, 
development and training on nuclear science and technology for developing countries 
in the Asia-Pacific region. As the chairing country of the RCA, Japan hosted a 
National RCA Representative meeting in Tokyo this April. 
 
 Japan has also been playing an important role in promoting the peaceful uses 
of nuclear energy in Asia through the Forum for Nuclear Cooperation in Asia 
(FNCA). Japan will host the 10th FNCA Ministerial Meeting in Tokyo within this 
year and will continue to make its utmost efforts. 
 
 
 
5. Strengthening of the Nuclear Non-Proliferation Regime 
Madame President, 
 
 Japan, as the only country to have suffered atomic bombings, has been at the 
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forefront of international efforts toward the elimination of nuclear weapons. Thus, 
Japan welcomes the momentum that nuclear disarmament has recently gathered and 
is determined to continuously and strenuously appeal to the world for the elimination 
of all nuclear weapons. In this regard, the 2010 NPT Review Conference represents 
an extremely important milestone. 
 
 In order to contribute to the success of the Conference, Japan will submit a 
draft resolution on the elimination of nuclear weapons to the United Nations General 
Assembly this year, as has been the case for the past 15 years, and will strengthen its 
efforts to promote the entry-into-force of the CTBT. In addition, Japan strongly hopes 
that in order to contribute to the Review Conference, the International Commission 
on Nuclear Non-proliferation and Disarmament, which is a Japanese – Australian 
initiative, will propose concrete and practical recommendations that will contribute to 
strengthening the NPT regime. The Government of Japan, together with the 
Government of Australia, will support the work of the Commission. 

 
Needless to say, the strengthening of IAEA safeguards is especially vital for 

the enhancement of the non-proliferation regime. Since Japan began utilizing nuclear 
energy exclusively for peaceful purposes, Japan has ensured international confidence 
in its activities by maintaining a high level of transparency and has been shifting to 
integrated safeguards. In addition, Japan is currently engaged in consultations with 
the Agency toward the development of an integrated safeguards state-level approach. 
Japan is determined to play a leading role globally, by reinforcing its domestic 
safeguards system in cooperation with the Agency. 

 
Japan believes that the most realistic and effective way to strengthen IAEA 

safeguards, which represent one of the pillars of non-proliferation, is the 
universalization of the Additional Protocol.  Japan will continue to actively promote 
this universalization by hosting the Asian Senior-level Talks on Non-Proliferation 
(ASTOP) meetings and IAEA seminars. 

 
Furthermore, Japan attaches great importance to ensuring and improving the 

independent analytical capabilities of the Agency.  With this in mind, Japan has 
made a contribution to help strengthen the functions of the IAEA Safeguards 
Analytical Laboratory. 

 
The DPRK launched a missile on April 5th and conducted a nuclear test on 

May 25th.  In addition, it launched ballistic missiles on July 4th, in contravention of 
the UN Security Council Resolution 1874, which had just been adopted on June 12th 
once again forbidding the DPRK from undertaking such activities. The DPRK’s 
nuclear and missile programs pose a grave threat to the peace and security of 
Northeast Asia and of the international community, and are totally unacceptable. The 
international community should work together to firmly implement UN Security 
Council Resolutions 1718 and 1874, and should demonstrate clearly that it would 
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never tolerate the possession of nuclear weapons by the DPRK. Japan seeks to 
normalize its relationship with the DPRK through comprehensively resolving 
outstanding issues of concern with the DPRK, including the abduction, the nuclear, 
and the missile issues, and settling the unfortunate past. Japan continues to work 
actively towards a peaceful resolution of the nuclear issue. 

 
Iran has regrettably continued and expanded its uranium enrichment-related 

activities in defiance of calls by the international community.  In order to remove 
the concerns of the international community and to gain its confidence, Iran has to 
fully cooperate with the IAEA and respond sincerely to the requirements set forth by 
the relevant IAEA Board resolutions and UN Security Council resolutions.  Japan 
will continue to work towards a peaceful and diplomatic resolution of the issue in 
concert with the international community. 
  
6. Nuclear Safety and Security 
Madame President, 
 

Ensuring safety is a prerequisite for promoting the peaceful uses of nuclear 
energy.  Japan, as a country prone to earthquakes, has knowledge and experience in 
ensuring the seismic safety of nuclear power generation facilities.  In order to share 
this know-how, Japan is planning to host an IAEA international workshop in the 
Kashiwazaki-Kariwa region again this year.  In addition, Japan will further 
contribute to nuclear safety in Asia, by taking a lead in the fields of emergency 
preparedness and response, education and training, and radioactive waste 
management in the “Asian Nuclear Safety Network”. Furthermore, Japan will 
continue to actively support the Agency’s efforts and activities, including those 
related to seismic safety, geared towards ensuring nuclear safety, and to this end, will 
also continue to make extra-budgetary contributions.  
 
     The safe transport of radioactive material is another essential aspect of the 
peaceful uses of nuclear energy.  Based on the right of freedom of navigation under 
international law, Japan will continue to conduct transport of nuclear materials, while 
employing the most stringent safety measures in accordance with international 
standards. Japan will also continue taking part in confidence-building dialogues 
between shipping and coastal States. 
 

It is absolutely necessary for the international community to stand together and 
work against the threat posed by nuclear terrorism. The various activities of the IAEA, 
through its Nuclear Security Fund, are particularly significant in the enhancement of 
nuclear security in individual countries. Japan will continue providing its assistance 
to help bolster nuclear security, mainly in Asia, with its contributions to the Nuclear 
Security Fund.  In addition, Japan will cooperate with the countries concerned 
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towards the success of “Global Summit on Nuclear Security,” proposed by President 
Obama next year.  
 
7. Closing Remarks 
Madame President, 
 

Finally, the core missions of the IAEA, aimed at enhancing the well being of 
the global population, will continue to grow further.  It is clear that nuclear science 
and technology are essential for our daily life.  We believe that it is important that 
the Agency continues to contribute to tackling urgent issues on the global agenda, 
such as energy security, climate change, water issues, poverty eradication and cancer 
therapy. In order for Member States to unite and tackle various issues, Japan strongly 
believes that a climate of cooperation among Member States needs to be further 
cultivated. 

 
Japan will continue to share its knowledge and experience with the Agency to 

make further contributions toward peace, health and prosperity. Furthermore, I assure 
you that Japan will continue to play a leading role as a bridge in the international 
community, with a view to invigorating a deepened sense of cooperation and a “New 
Vienna Spirit” to be shared by all Member States. 
 

Thank you for your attention. 
 

    

 



別添２

 
国際原子力機関（ＩＡＥＡ）第５３回総会 
野田聖子内閣府特命担当大臣：政府代表演説 

 
～「新たなウィーン精神」の共有に向けて～ 

１．序  
議長、事務局長、ご列席の皆様、 
 日本政府を代表して、議長閣下が国際原子力機関第５３回総会の議
長に選出されたことを心からお祝い申し上げます。また、カンボジア
及びルワンダの加盟を歓迎します。 
  
２．ＩＡＥＡにおける我が国の役割と貢献  
議長、 
ＩＡＥＡは、核不拡散のために鍵となる役割を担っているのみなら

ず、原子力安全、核セキュリティ、技術協力など原子力の平和的利用
を推進する上で主要な役割を果たしており、人類の平和と繁栄にとっ
て最も重要な国際機関の一つであります。 
 
そのＩＡＥＡが、エルバラダイ事務局長の卓越したリーダーシップ

の下、国際社会から一層高い信頼と評価を得てきていることは誠に喜
ばしく、まず初めに同事務局長の長年の功績に対し、心から敬意を表
したいと思います。 
 
我が国は、ＩＡＥＡに対し、発足当初からの理事国及び原子力の平

和的利用のモデル国として、多大な貢献を行ってきました。我が国が
有する知見と経験は、ＩＡＥＡ技術協力を通じて多くの途上国に共有
されています。また、我が国は、非核三原則を堅持するとともに、先
端的保障措置技術のＩＡＥＡとの共有を通じて、保障措置の強化・発
展に大きく貢献しています。 
 
我が国は、すべてのＩＡＥＡ加盟国と密接に協力し、ＩＡＥＡの更

なる発展・強化のために、引き続きＩＡＥＡに積極的に貢献していく
決意です。次期ＩＡＥＡ事務局長候補として、天野之弥（あまの ゆ
きや）前ウィーン代表部大使を擁立したのも、かかる決意のあらわれ
でした。天野次期事務局長の任命が本日のＩＡＥＡ総会で承認された
ことを大変喜ばしく思うと共に同事務局長に対する各国のご支持に
心より感謝申し上げます。 
 
我が国は、天野事務局長の下でＩＡＥＡが一層発展するであろうこ

とを確信しつつ、全ての加盟国に対し、一致団結して困難な諸課題に
立ち向かっていくことを呼びかけます。 
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３．原子力の平和的利用  
議長、 
近年、国際社会において、拡大するエネルギー需要や地球温暖化へ

の対応の観点から、原子力エネルギーの果たす役割が改めて見直され、
原子力発電を含む原子力の平和的利用推進の気運が高まっておりま
す。 
 
原子力エネルギーの利用は、核不拡散／保障措置、原子力安全、核

セキュリティの「３つのＳ」に十分配慮して推進することが求められ
ております。昨年のＧ８北海道洞爺湖サミットにおいて立ち上げられ
た新規原発導入検討国による３Ｓ確保を推進するためのイニシアテ
ィブを受け、我が国は、引き続き３Ｓ地域セミナーを実施するととも
に、明年には、ＩＡＥＡと協力して、アジアの、特に、新規原発導入
国を対象とした核セキュリティに関する国際会議を東京で開催する
予定です。 
 
さらに、人材の育成、法体系や規制体系の整備をはじめとする、原

子力導入へ向けた様々な準備のための協力が求められています。我が
国はこのような要請に応えるため、多国間協力や二国間協力による我
が国の経験や知見の提供をはじめとする各種協力を行うとともに、Ｉ
ＡＥＡにおける原子力発電導入基盤整備事業への特別拠出と専門家
の派遣、関係国際会議への積極的な貢献等、我が国としては、引き続
きＩＡＥＡと協力し原子力発電を導入しようとする国に対する支援
を拡大していく所存です。 

 

また、地球温暖化対策への取組強化という観点からは、原子力など
有効な技術を総動員していくことが必要であり、我が国としては、ク
リーン開発メカニズム（ＣＤＭ）のあり方を検討するにあたっては、
原子力など特定の技術だけを排除するべきではないと主張している
ところであります。 
 
核燃料供給保証については、これに対する様々な見方を十分考慮し、

我が国は、本年１月、ＩＡＥＡ事務局と協力し、「グローバルな核燃
料供給に関するセミナー」をウィーンのＩＡＥＡ本部で主催しました。
同セミナーには、ＩＡＥＡ加盟国から約２００名の参加を得て、ＩＡ
ＥＡ加盟国の関係者が今後核燃料供給保証に関する議論を深める上
で必要となる核燃料サイクルにおけるフロント・エンド全体の実態把
握や情報共有を行いました。このような取組などを通じて、ＩＡＥＡ
の場で核燃料供給保証についての議論を進める環境が醸成されるこ
とを希望します。我が国は原子力の平和的利用を積極的に行っている
国として、核燃料の安定的な供給についての議論に今後とも積極的に
参画していきます。 
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４．技術協力   
 議長、 
我が国は、ＩＡＥＡの活動において、今後とも「技術協力」を主要

な柱の一つに据えたいと考えます。放射線利用等の分野で長い歴史と
実績を有しており、原子力科学技術が社会経済の発展に果たす重要な
役割を認識しております。そのため我が国は、多くのＩＡＥＡ加盟国
のニーズが存在する技術協力活動を極めて重視しており、医療、工業
等の放射線利用の分野において、技術的・人的貢献を続けて参ります。 
  
また、我が国は、ＲＣＡ（アジア・太平洋原子力地域協力協定）の

締約国として、アジア太平洋地域の開発途上国を対象とした原子力科
学技術に関する共同の研究、開発及び訓練に貢献しております。本年
４月、我が国はＲＣＡの議長国として、政府代表者会合を東京でホス
トしました。 
 
さらに、我が国は、ＦＮＣＡ（アジア原子力協力フォーラム）を通

じてもアジア地域における原子力の平和的利用の拡大に尽力してき
ました。第１０回ＦＮＣＡ大臣級会合を本年中に東京で開催するとと
もに今後も力を尽くします。 
 
５．核不拡散体制の強化  
議長、 
 唯一の被爆国として、核廃絶に向けた国際社会の努力を主導してき
た我が国は、昨今の高まる核軍縮の機運を歓迎するとともに、引き続
き、粘り強く世界に核廃絶を訴えていく決意です。２０１０年のＮＰ
Ｔ運用検討会議は、特に重要なマイルストーンです。 
 
同会議の成功に貢献すべく、我が国は過去１５年間継続してきた国

連総会への核廃絶決議案の提出を本年も行うとともに、ＣＴＢＴ発効
促進に向けた取組を強化します。また、日豪イニシアティブによる「核
不拡散・核軍縮に関する国際委員会」が運用検討会議に貢献するため、
ＮＰＴ体制の強化に資する具体的かつ現実的な方途を提案すること
を強く期待し、我が国政府としても豪州政府とともにその活動を支援
します。 
 
核不拡散体制の強化のために、ＩＡＥＡ保障措置の強化が極めて重

要であることは今更言うまでもないところです。我が国は、原子力の
平和的利用を開始して以来、透明性の確保を徹底し、国際社会から高
い信頼を得ていることに加え、既に統合保障措置に移行しています。 
更に現在、我が国は、国レベル統合保障措置移行へ向けてＩＡＥＡと
協議を重ねています。我が国は、ＩＡＥＡと連携して国内保障措置体

 12



制を強化していくことを通じて、世界の中で先導的な役割を担ってい
く決意であります。 
 
そして、核不拡散の柱であるＩＡＥＡ保障措置強化のための最も現

実的かつ効果的な方途は、追加議定書の普遍化であると考えます。我
が国は、アジア不拡散協議（ＡＳＴＯＰ）やＩＡＥＡセミナーの開催
を通じて、引き続き、追加議定書の普遍化に向けて積極的に活動して
いきます。 
 
また、我が国は、ＩＡＥＡによる独立した分析能力の向上を重視し、

ＩＡＥＡ保障措置分析所の機能強化のための拠出を行っています。 
 
北朝鮮は４月５日にミサイル発射を行い、５月２５日には核実験を

実施しました。また、７月４日には、６月１２日に採択されたばかり
の安保理決議第１８７４号で改めて禁止されているにもかかわらず
弾道ミサイルを発射しました。このような北朝鮮による核・ミサイル
開発は、北東アジア地域及び国際社会の平和と安全に対する重大な脅
威であって、断じて容認できません。国際社会が連携して安保理決議
第１７１８号や同第１８７４号を厳格に実施し、北朝鮮の核保有を絶
対に認めないことを明確に示すべきです。我が国としては、引き続き、
拉致・核・ミサイルといった諸懸案を包括的に解決し、不幸な過去を
清算して国交正常化を実現するとの方針であり、核問題の平和的解決
に引き続き積極的に取り組んでいきます。 

 
イランは遺憾ながら、国際社会の要求に反して、ウラン濃縮関連活

動を継続・拡大しています。イランは、国際社会の疑念を払拭し、そ
の信頼を得るため、ＩＡＥＡに完全に協力し、ＩＡＥＡ理事会及び国
連安保理決議の要求に真摯に従わなければなりません。我が国は、問
題の平和的・外交的解決に向けて、引き続き国際社会と一致して行動
してまいります。 
 
６．原子力安全及び核セキュリティ  
議長、 
 
原子力の平和的利用を推進するためには、安全確保が大前提です。

我が国は地震国として、原子力発電施設の耐震安全性に関する知見を
有しており、これを国際的に共有するため、昨年に引き続き、ＩＡＥ
Ａ国際ワークショップを柏崎刈羽地域で開催します。また、アジア原
子力ネットワークにおいて、防災・緊急時対応、教育訓練、放射性廃
棄物管理の分野でリードするなど、アジアにおける原子力安全に引き
続き貢献していきます。さらに、このようなＩＡＥＡの原子力安全の
取り組みに対し、引き続き特別拠出を行い、積極的に支援してまいり
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ます。 
 
 原子力の平和的利用には、放射性物質の安全な輸送も不可欠です。
我が国は、「航行の自由」の原則の下、国際基準に従い、最大限慎重
な措置を講じた上、輸送を行っていきます。また、引き続き、輸送国
と沿岸国との信頼醸成のための対話も積極的に継続していきます。 
 
核テロリズムの脅威に対抗するために、国際社会が団結して取り組

むことが不可欠です。核セキュリティ基金を通じたＩＡＥＡの諸活動
は各国の核セキュリティ向上のために極めて有益です。我が国は同基
金への拠出を通じ、主にアジア地域の核セキュリティ向上のための支
援を引き続き実施します。また、我が国は、オバマ大統領が明年３月
に開催を提案している「核セキュリティ世界サミット」の成功に向け
て関係国と協力していく考えです。 

 
７．結語  
議長、 
世界各国国民の福祉向上のために今後ＩＡＥＡが果たすべき使命

は益々重大になっています。原子力科学技術は、我々の日々の生活に
とって欠かすことができない存在となっていることは明らかです。Ｉ
ＡＥＡがエネルギー安全保障、気候変動、水問題、貧困撲滅、ガン対
策などの喫緊のグローバル・アジェンダの解決に益々貢献することが
重要と考えます。その為には、ＩＡＥＡ加盟国が一致団結し、加盟国
間の協力の風土を醸成することが不可欠であると考えます。 
 
我が国は、そうした協力の精神の再生、言わば「新たなウィーン精

神」の共有のため、国際社会の架け橋として先頭に立ち、我が国の知
見と経験を生かしてＩＡＥＡに貢献していきたいと考えます。 

 
御清聴有難うございました。 

     （了） 

 


