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2.3 国際原子力機関憲章  （Statute of International Atomic Energy Agency） 
（1957/7/29発効。日本は1956/10/26署名） 

・Atoms for Peace の概念を体現させるために設立する IAEA について、その目的、組織、
任務を規定  

・1956 年、81 ヶ国の満場一致の承認により発効  

・主な内容は、以下のとおり【 7】  

- 国際原子力機関の設置、目的、組織、業務（第1条～第7条）  
- 情報交換の実施及び提供（第8条） 
- 物質の提供（第9条） 
- 役務、設備及び施設の提供（第10条） 
- 技術援助（フェローシップ、情報交換、専門家派遣、研究契約、訓練コース）（第11

条） 
- 保障措置の実施（第12条） 
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Statute of the IAEA 

 
ARTICLE I: Establishment of the Agency 
The Parties hereto establish an International Atomic Energy Agency (hereinafter referred to 
as "the Agency") upon the terms and conditions hereinafter set forth. 

 
ARTICLE II: Objectives 
The Agency shall seek to accelerate and enlarge the contribution of atomic energy to peace, 
health and prosperity throughout the world. It shall ensure, so far as it is able, that assistance 
provided by it or at its request or under its supervision or control is not used in such a way as 
to further any military purpose. 

 
ARTICLE III: Functions 
A. The Agency is authorized: 
1. To encourage and assist research on, and development and practical application of, atomic 

energy for peaceful uses throughout the world; and, if requested to do so, to act as an 
intermediary for the purposes of securing the performance of services or the supplying of 
materials, equipment, or facilities by one member of the Agency for another; and to perform 
any operation or service useful in research on, or development or practical application of, 
atomic energy for peaceful purposes; 

2. To make provision, in accordance with this Statute, for materials, services, equipment, and 
facilities to meet the needs of research on, and development and practical application of, 
atomic energy for peaceful purposes, including the production of electric power, with due 
consideration for the needs of the under-developed areas of the world; 

3. To foster the exchange of scientific and technical information on peaceful uses of atomic 
energy; 

4. To encourage the exchange of training of scientists and experts in the field of peaceful uses 
of atomic energy; 

5. To establish and administer safeguards designed to ensure that special fissionable and other 
materials, services, equipment, facilities, and information made available by the Agency or 
at its request or under its supervision or control are not used in such a way as to further any 
military purpose; and to apply safeguards, at the request of the parties, to any bilateral or 
multilateral arrangement, or at the request of a State, to any of that State's activities in the 
field of atomic energy; 

6. To establish or adopt, in consultation and, where appropriate, in collaboration with the 
competent organs of the United Nations and with the specialized agencies concerned, 
standards of safety for protection of health and minimization of danger to life and property 
(including such standards for labour conditions), and to provide for the application of these 
standards to its own operation as well as to the operations making use of materials, services, 
equipment, facilities, and information made available by the Agency or at its request or under 
its control or supervision; and to provide for the application of these standards, at the request 
of the parties, to operations under any bilateral or multilateral arrangements, or, at the request 
of a State, to any of that State's activities in the field of atomic energy; 

7. To acquire or establish any facilities, plant and equipment useful in carrying out its 
authorized functions, whenever the facilities, plant, and equipment otherwise available to it 
in the area concerned are inadequate or available only on terms it deems unsatisfactory. 

B. In carrying out its functions, the Agency shall: 
1. Conduct its activities in accordance with the purposes and principles of the United Nations 

to promote peace and international co-operation, and in conformity with policies of the 
United Nations furthering the establishment of safeguarded worldwide disarmament and in 
conformity with any international agreements entered into pursuant to such policies; 

2. Establish control over the use of special fissionable materials received by the Agency, in 
order to ensure that these materials are used only for peaceful purposes; 

3. Allocate its resources in such a manner as to secure efficient utilization and the greatest 
possible general benefit in all areas of the world, bearing in mind the special needs of the 
under- developed areas of the world; 
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国際原子力機関憲章【 8】 
1957年8月7日  条約第14号  

最終改正  1990年3月20日  条約第1号  
 
第1条  機関の設立  
この憲章の当事国は、以下に定める条件に基き国際原子力機関（以下「機関」という。）を設
立する。 
 

第2条  目的  
機関は、全世界における平和、保健及び繁栄に対する原子力の貢献を促進し、及び増大す
るように努力しなければならない。機関は、できる限り、機関がみずから提供し、その要請によ
り提供され、又はその監督下若しくは管理下において提供された援助がいずれかの軍事的目
的を助長するような方法で利用されないことを確保しなければならない。 
 

第3条  任務  
A. 機関は、次のことを行う権限を有する。 
1. 全世界における平和的利用のための原子力の研究、開発及び実用化を奨励しかつ援助
し、要請を受けたときは、機関のいずれかの加盟国による他の加盟国のための役務の実施
又は物質、設備及び施設の供給を確保するため仲介者として行動し、並びに平和的目的の
ための原子力の研究、開発又は実用化に役だつ活動又は役務を行うこと。 

2. 平和的目的のための原子力の研究、開発及び実用化（電力の生産を含む。）の必要を満
たすため、世界の低開発地域におけるその必要に妥当な考慮を払った上で、この憲章に従
って、物質、役務、設備及び施設を提供すること。 

3. 原子力の平和的利用に関する科学上及び技術上の情報の交換を促進すること。 
4. 原子力の平和的利用の分野における科学者及び専門家の交換及び訓練を奨励するこ
と。 

5. 機関がみずから提供し、その要請により提供され、又はその監督下若しくは管理下におい
て提供された特殊核分裂性物質その他の物質、役務、設備、施設及び情報がいずれかの
軍事的目的を助長するような方法で利用されないことを確保するための保障措置を設定し、
かつ、実施すること並びに、いずれかの二国間若しくは多数国間の取極の当事国の要請を
受けたときは、その取極に対し、又はいずれかの国の要請を受けたときは、その国の原子力
の分野におけるいずれかの活動に対して、保障措置を適用すること。 

6. 国際連合の権限のある機関及び関係専門機関と協議し、かつ、適当な場合にはそれらと
協力して、健康を保護し、並びに人命及び財産に対する危険を最小にするための安全上の
基準（労働条件のための基準を含む。）を設定し、又は採用すること、機関みずからの活動
並びに機関がみずから提供し、その要請により提供され、又はその管理下若しくは監督下に
おいて提供された物質、役務、設備、施設及び情報を利用する活動に対して、前記の基準
が適用されるように措置を執ること並びに、いずれかの二国間若しくは多数国間の取極の当
事国の要請を受けたときは、その取極に基く活動に対し、又はいずれかの国の要請を受け
たときは、その国の原子力の分野におけるいずれかの活動に対して、前記の基準が適用さ
れるように措置を執ること。 

7. 関係地域で機関が利用しうる施設、工場及び設備が、不適当であるか、又は機関の不満
足であると考える条件によるほか利用しえないときはいつでも、機関が認められた任務を遂
行するため必要な施設、工場及び設備を取得し、又は設置すること。 

B. 機関は、その任務を遂行するため、次のことを行うものとする。 
1. 平和及び国際協力を助長する国際連合の目的及び原則に従い、並びに保障された世界
的軍備縮小の確立を促進する国際連合の政策及びその政策に従って締結されるすべての
国際協定に従って、機関の事業を行うこと。 

2. 機関が受領する特殊核分裂性物質の利用につき、それらの物質が平和的目的にのみ利
用されることを確保するため、管理を設定すること。 

3. 機関の資源を、世界の低開発地域における特別の必要を考慮した上で、世界のすべての
地域における効果的な利用及び最大限の一般的利益を確保するような方法により、配分す
ること。 
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4. Submit reports on its activities annually to the General Assembly of the United Nations 
and, when appropriate, to the Security Council: if in connection with the activities of the 
Agency there should arise questions that are within the competence of the Security Council, 
the Agency shall notify the Security Council, as the organ bearing the main responsibility 
for the maintenance of international peace and security, and may also take the measures open 
to it under this Statute, including those provided in paragraph C of Article XII; 

5. Submit reports to the Economic and Social Council and other organs of the United Nations 
on matters within the competence of these organs. 

C. In carrying out its functions, the Agency shall not make assistance to members subject to 
any political, economic, military, or other conditions incompatible with the provisions of this 
Statute. 

D. Subject to the provisions of this Statute and to the terms of agreements concluded between 
a State or a group of States and the Agency which shall be in accordance with the provisions 
of the Statute, the activities of the Agency shall be carried out with due observance of the 
sovereign rights of States. 

 
ARTICLE IV: Membership 
A. The initial members of the Agency shall be those States Members of the United Nations or 

of any of the specialized agencies which shall have signed this Statute within ninety days 
after it is opened for signature and shall have deposited an instrument of ratification. 

B. Other members of the Agency shall be those States, whether or not Members of the United 
Nations or of any of the specialized agencies, which deposit an instrument of acceptance of 
this Statute after their membership has been approved by the General Conference upon the 
recommendation of the Board of Governors. In recommending and approving a State for 
membership, the Board of Governors and the General Conference shall determine that the 
State is able and willing to carry out the obligations of membership in the Agency, giving 
due consideration to its ability and willingness to act in accordance with the purposes and 
principles of the Charter of the United Nations. 

C. The Agency is based on the principle of the sovereign equality of all its members, and all 
members, in order to ensure to all of them the rights and benefits resulting from membership, 
shall fulfill in good faith the obligation assumed by them in accordance with this Statute. 

 
ARTICLE V: General Conference 
A. A General Conference consisting of representatives of all members shall meet in regular 

annual session and in such special sessions as shall be convened by the Director General at 
the request of the Board of Governors or of a majority of members. The sessions shall take 
place at the headquarters of the Agency unless otherwise determined by the General 
Conference. 

B. At such sessions, each member shall be represented by one delegate who may be 
accompanied by alternates and by advisers. The cost of attendance of any delegation shall be 
borne by the member concerned. 

C. The General Conference shall elect a President and such other officers as may be required 
at the beginning of each session. They shall hold office for the duration of the session. The 
General Conference, subject to the provisions of this Statute, shall adopt its own rules of 
procedure. Each member shall have one vote. Decisions pursuant to paragraph H of article 
XIV, paragraph C of article XVIII and paragraph B of article XIX shall be made by a two- 
thirds majority of the members present and voting. Decisions on other questions, including 
the determination of additional questions or categories of questions to be decided by a two- 
thirds majority, shall be made by a majority of the members present and voting. A majority 
of members shall constitute a quorum. 

D. The General Conference may discuss any questions or any matters within the scope of this 
Statute or relating to the powers and functions of any organs provided for in this Statute, and 
may make recommendations to the membership of the Agency or to the Board of Governors 
or to both on any such questions or matters. 
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4. 機関の事業に関する報告を毎年国際連合総会に提出し、かつ、適当な場合には、安全保
障理事会に提出すること。機関の事業に関して安全保障理事会の権限内の問題が生じた
ときは、機関は、国際の平和及び安全の維持に関する主要な責任を負う機関である安全保
障理事会に通告するものとし、また、この憲章に基き機関にとって可能な措置（第12条Cに
定める措置を含む。）を執ることができる。 

5. 国際連合の経済社会理事会その他の機関に対し、それらの機関の権限内の事項に関し、
報告を提出すること。 

C. 機関は、その任務を遂行するに当り、加盟国に対し、この憲章の規定と両立しない政治
上、経済上、軍事上その他の条件による援助を行つてはならない。 

D. 機関の事業は、この憲章の規定及びいずれかの国又は一群の国と機関との間で締結さ
れ、かつ、この憲章の規定に合致する諸協定の条項に従うことを条件として、諸国の主権に
対して妥当な尊敬を払って実施しなければならない。 

 
第4条  加盟国の地位  
A. 機関の原加盟国は、この憲章が署名のため解放されてから90日以内にこの憲章に署名し
た国際連合又はいずれかの専門機関の加盟国で、批准書を寄託したものとする。 

B. 機関の他の加盟国は、国際連合又はいずれかの専門機関の加盟国であるかどうかを問わ
ず、機関の加盟国としての地位を理事会の勧告に基き総会により承認された後に、この憲章
の受諾書を寄託する国とする。理事会及び総会は、いずれかの国の加盟国として勧告し、及
び承認するに当り、当該国が機関の加盟国としての義務を履行する能力及び意思を有する
ことを、国際連合憲章の目的及び原則に従って行動することについてのその国の能力及び
意思に妥当な考慮を払った上で、決定しなければならない。 

C. 機関は、すべての加盟国の主権平等の原則に基礎をおくものとし、すべての加盟国は、加
盟国としての地位から生ずる権利及び利益をすべての加盟国に確保するため、この憲章に
より加盟国が負う義務を誠実に履行しなければならない。 

 
第5条  総会  
A. すべての加盟国の代表者からなる総会は、年次通常会期において、また、理事会の要請
又は加盟国の過半数の要請により事務局長が招集すべき特別会期において、会合する。そ
れらの会期は、総会が別段の決定を行わない限り、機関の本部で開催される。 

B. 前記の会期において、各加盟国は、1人の代表を出すものとし、代表は、代表代理及び顧
問を伴うことができる。代表団の出席の費用は、当該加盟国が負担する。 

C. 総会は、各会期の初めに、議長及び必要とされる他の役員を選出する。それらの者は、そ
の会期中、その職にあるものとする。総会は、この憲章の規定に従うことを条件として、総会
の手続規則を採択する。各加盟国は、1個の投票権を有する。第14条H、第18条C及び第19
条Bの規定による決定は、出席しかつ投票する加盟国の3分の2の多数により行う。他の問
題についての決定（3分の2の多数により決定されるべき新たな問題又は問題の部類の決定
を含む。）は、出席しかつ投票する加盟国の過半数により行う。加盟国の過半数をもつて、定
足数とする。 

D. 総会は、この憲章の範囲内の問題若しくは事項又はこの憲章に定めるいずれかの機関の
権能及び任務に関する問題若しくは事項を討議することができ、かつ、それらの問題又は事
項につき、機関の加盟国若しくは理事会又はその双方に対し、勧告を行うことができる。 
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E. The General Conference shall: 
1. Elect members of the Board of Governors in accordance with article VI;  
2. Approve States for membership in accordance with article IV; 
3. Suspend a member from the privileges and rights of membership in accordance with article 

XIX; 
4. Consider the annual report of the Board; 
5. In accordance with article XIV, approve the budget of the Agency recommended by the 

Board or return it with recommendations as to its entirety or parts to the Board. for 
resubmission to the General Conference; 

6. Approve reports to be submitted to the United Nations as required by the relationship 
agreement between the Agency and the United Nations, except reports referred to in 
paragraph C of article XII, or return them to the Board with its recommendations; 

7. Approve any agreement or agreements between the Agency and the United Nations and 
other organizations as provided in article XVI or return such agreements with its 
recommendations to the Board, for resubmission to the General Conference; 

8. Approve rules and limitations regarding the exercise of borrowing powers by the Board, in 
accordance with paragraph G of article XIV; approve rules regarding the acceptance of 
voluntary contributions to the Agency; and approve, in accordance with paragraph F of article 
XIV, the manner in which the general fund referred to in that paragraph may be used; 

9. Approve amendments to this Statute in accordance with paragraph C of article XVIII; 
10. Approve the appointment of the Director General in accordance with paragraph A of article 

VII. 
F. The General Conference shall have the authority: 
1. To take decisions on any matter specifically referred to the General Conference for this 

purpose by the Board; 
2. To propose matters for consideration by the Board and request from the Board reports on 

any matter relating to the functions of the Agency. 
 

ARTICLE VI: Board of Governors 
A. The Board of Governors shall be composed as follows: 
1. The outgoing Board of Governors shall designate for membership on the Board the ten 

members most advanced in the technology of atomic energy including the production of 
source materials, and the member most advanced in the technology of atomic energy 
including the production of source materials in each of the following areas in which none of 
the aforesaid ten is located: 

 1. North America 
 2. Latin America 
 3. Western Europe 
 4. Eastern Europe 
 5. Africa 
 6. Middle East and South Asia 
 7. South East Asia and the Pacific 
 8. Far East. 
2. The General Conference shall elect to membership of the Board of Governors: 
(a) Twenty members, with due regard to equitable representation on the Board as a whole of 

the members in the areas listed in sub- paragraph A. 1 of this article, so that the Board shall 
at all times include in this category five representatives of the area of Latin America, four 
representatives of the area of Western Europe, three representatives of the area of Eastern 
Europe, four representatives of the area of Africa, two representatives of the area of the 
Middle East and South Asia, one representative of the area of South East Asia and the Pacific, 
and one representative of the area of the Far East. No member in this category in any one 
term of office will be eligible for re- election in the same category for the following term of 
office; and 

(b) One further member from among the members in the following areas: Middle East and 
South Asia, South East Asia and the Pacific, Far East; 

(c) One further member from among the members in the following areas: Africa, Middle East 
and South Asia, South East Asia and the Pacific. 
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E. 総会は、次のことを行うものとする。 
1. 第6条の規定に従って、理事**国を選出すること。 
2. 第4条の規定に従って、諸国の加盟を承認すること。 
3. 第19条の規定に従って、いずれかの加盟国の加盟国としての特権及び権利を停止するこ
と。 

4. 理事会の年次報告を審議すること。 
5. 第14条の規定に従って、理事会が勧告する機関の予算を承認し、又はその予算の全部若
しくは一部についての勧告を附して、総会への再提出のため、理事会に返却すること。 

6. 第12条Cにいう報告を除くほか、機関と国際連合との関係に関する協定に従って国際連合
に提出すべき報告を承認し、又は総会の勧告を附して、理事会に返却すること。 

7. 機関と国際連合又は他の機関との間の第１６条に定める協定を承認し、又は総会の勧告
を附して、総会への再提出のため、理事会に返却すること。 

8. 第14条Gの規定に従って、理事会の借入権能の行使に関する規則及び制限を承認し、並
びに機関に対する任意の拠出の受諾に関する規則を承認し、並びに、第14条Fの規定に従
って、同条Fにいう一般資金の使用方法を承認すること。 

9. 第18条Cの規定に従って、この憲章の改正を承認すること。 
10. 第7条Aの規定に従って、事務局長の任命を承認すること。 
F 総会は、次の権限を有する。 

1 決定のため理事会が特に総会に付託したすべての事項につき、決定を行う権限  
2 理事会の審議事項を提案し、及び理事会に対し、機関の任務に関するいずれかの事項

についての報告を要請する権限  
 

第6条  理事会  
A 理事会は、次のとおり構成される。 
1 任期の終了する理事会は、理事国として、原子力に関する技術（原料物質の生産を含
む。）の最も進歩した10の加盟国及び、次の地域のうちこれらの10の加盟国のいずれも含ま
れない地域のそれぞれにおいて、原子力に関する技術（原料物質の生産を含む。）の最も進
歩した1の加盟国を指定する。 
(1) 北アメリカ 
(2) ラテンアメリカ 
(3) 西ヨーロッパ 
(4) 東ヨーロッパ 
(5) アフリカ 
(6) 中東及び南アジア 
(7) 東南アジア及び太平洋  
(8) 極東  

2 総会は、理事国として、 
(a) A1に掲げる地域の加盟国が理事会全体として公平に代表されるように妥当な考慮を払

った上で、ラテンアメリカ地域の5人の代表者、西ヨーロッパ地域の4人の代表者、東ヨー
ロッパ地域の3人の代表者、アフリカ地域の4人の代表者、中東及び南アジア地域の2人
の代表者、東南アジア及び太平洋地域の1人の代表者並びに極東地域の1人の代表者
が理事会においてこの部類に常に含まれるように、20の加盟国を選出する。いずれか一
の任期においてこの部類に含まれた加盟国は、その次の任期にこの部類で再選される資
格を有しない。 

(b) 次の地域の加盟国のうちから、さらに一の加盟国を選出する。 
中東及び南アジア 
東南アジア及び太平洋  
極東  

(c) 次の地域の加盟国のうちから、さらに一の加盟国を選出する。 
アフリカ 
中東及び南アジア 
東南アジア及び太平洋  
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B. The designations provided for in sub- paragraph A- l of this article shall take place not less 
than sixty days before each regular annual session of the General Conference. The elections 
provided for in sub- paragraph A- 2 of this article shall take place at regular annual sessions 
of the General Conference. 

C. Members represented on the Board of Governors in accordance with sub- paragraph A- l of 
this article shall hold office from the end of the next regular annual session of the General 
Conference after their designation until the end of the following regular annual session of 
the General Conference. 

D. Members represented on the Board of Governors in accordance with sub- paragraph A- 2 
of this article shall hold office from the end of the regular annual session of the General 
Conference at which they are elected until the end of the second regular annual session of 
the General Conference thereafter. 

E. Each member of the Board of Governors shall have one vote. Decisions on the amount of 
the Agency's budget shall be made by a two- thirds majority of those present and voting, as 
provided in paragraph H of article XIV. Decisions on other questions, including the 
determination of additional questions or categories of questions to be decided by a two thirds 
majority, shall be made by a majority of those present and voting. Two- thirds of all members 
of the Board shall constitute a quorum. 

F. The Board of Governors shall have authority to carry out the functions of the Agency in 
accordance with this Statute, subject to its responsibilities to the General Conference as 
provided in this Statute. 

G. The Board of Governors shall meet at such times as it may determine. The meetings shall 
take place at the headquarters of the Agency unless otherwise determined by the Board. 

H. The Board of Governors shall elect a Chairman and other officers from among its members 
and, subject to the provisions of this Statute, shall adopt its own rules of procedure. 

I. The Board of Governors may establish such committees as it deems advisable. The Board 
may appoint persons to represent it in its relations with other organizations. 

J. The Board of Governors shall prepare an annual report to the General Conference 
concerning the affairs of the Agency and any projects approved by the Agency. The Board 
shall also prepare for submission to the General Conference such reports as the Agency is or 
may be required to make to the United Nations or to any other organization the work of which 
is related to that of the Agency. These reports, along with the annual reports, shall be 
submitted to members of the Agency at least one month before the regular annual session of 
the General Conference. 

 
ARTICLE VII: Staff 
A. The staff of the Agency shall be headed by a Director General. The Director General shall 

be appointed by the Board of Governors with the approval of the General Conference for a 
term of four years. He shall be the chief administrative officer of the Agency. 

B. The Director General shall be responsible for the appointment, organization, and 
functioning of the staff and shall be under the authority of and subject to the control of the 
Board of Governors. He shall perform his duties in accordance with regulations adopted by 
the Board. 

C. The staff shall include such qualified scientific and technical and other personnel as may 
be required to fulfill the objectives and functions of the Agency. The Agency shall be guided 
by the principle that its permanent staff shall be kept to a minimum. 

D. The paramount consideration in the recruitment and employment of the staff and in the 
determination of the conditions of service shall be to secure employees of the highest 
standards of efficiency, technical competence, and integrity. Subject to this consideration, 
due regard shall be paid to the contributions of members to the Agency and to the importance 
of recruiting the staff on as wide a geographical basis as possible. 

E. The terms and conditions on which the staff shall be appointed, remunerated, and dismissed 
shall be in accordance with regulations made by the Board of Governors, subject to the 
provisions of this Statute and to general rules approved by the General Conference on the 
recommendation of the Board. 
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B A1に定める指定は、総会の各年次通常会期の60日以前に行うものとする。A2に定める選
挙は、総会の年次通常会期において行うものとする。 

C A1の規定に従い理事会において代表される加盟国は、その指定に続く総会の年次通常会
期の終りから、その次の総会の年次通常会期の終りまでを、任期とする。 

D A2の規定に従い理事会において代表される加盟国は、自国が選出された総会の年次通
常会期の終りから、その後の2回目の総会の年次通常会期の終りまでを、任期とする。 

E 各理事国は、1個の投票権を有する。機関の予算額の決定は、第14条Hに定めるところに
従い、出席しかつ投票する理事国の3分の2の多数により行う。他の問題に関する決定（3分
の2の多数により決定されるべき新たな問題又は問題の部類の決定を含む。）は、出席しか
つ投票する理事国の過半数により行う。全理事国の3分の2をもつて、定足数とする。 

F 理事会は、この憲章に定める総会に対する責任に従うことを条件として、この憲章に従い、
機関の任務を遂行する権限を有する。 

G 理事会は、みずから決定する時に会合する。その会合は、理事会が別段の決定を行わな
い限り、機関の本部で行う。 

H 理事会は、理事のうちから議長及び他の役員を選出するものとし、また、この憲章の規定
に従うことを条件として、理事会の手続規則を採択するものとする。 

I  理事会は、適当と認める委員会を設けることができる。理事会は、他の機関との関係にお
いて理事会を代表すべき者を任命することができる。 

J  理事会は、機関の諸事項及び機関により承認されたすべての計画に関し、総会に対する
年次報告を作成するものとする。理事会は、また、国際連合又は機関の活動と関連のある
活動を行う他の機関に対して機関が提出するように要請されている、又は要請されることの
ある報告を、総会に提出するため、作成するものとする。これらの報告は、年次報告ととも
に、総会の年次通常会期の少くとも1箇月前に、機関の加盟国に提出するものとする。 

 
第7条  職員  
A 機関の職員の長は、事務局長とする。事務局長は、理事会が、総会の承認を得て、4年を
任期として任命する。事務局長は、機関の首席行政官とする。 

B 事務局長は、職員の任命、組織及び職務の執行に対して責任を負うものとし、かつ、理事
会の権威及び管理の下にあるものとする。事務局長は、理事会が採択する規則に従って、
自己の任務を遂行するものとする。 

C 職員には、機関の目的及び任務の遂行のため必要な資格を有する科学上、技術上その
他の人員を含むものとする。機関は、その恒久職員を最少数に保たなければならないという
原則を指針とするものとする。 

D 職員の募集及び雇用並びに勤務の条件の決定に際しては、最高水準の能率、技術的能
力及び誠実性を有する被用者を確保することに、最大の考慮を払うものとする。この考慮に
従うことを条件として、機関に対する加盟国の寄与に対し、及びできる限り広い地理的基礎
によって職員を募集することの重要性に対して、妥当な考慮を払うものとする。 

E この憲章の規定及び、理事会の勧告に基き、総会が承認する一般規則に従うことを条件と
して、職員の任命、報酬及び解雇に関する条件は、理事会が作成する規則に従うものとす
る。 
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F. In the performance of their duties, the Director General and the staff shall not seek or 
receive instructions from any source external to the Agency. They shall refrain from any 
action which might reflect on their position as officials of the Agency; subject to their 
responsibilities to the Agency, they shall not disclose any industrial secret or other 
confidential information coming to their knowledge by reason of their official duties for the 
Agency. Each member undertakes to respect the international character of the responsibilities 
of the Director General and the staff and shall not seek to influence them in the discharge of 
their duties. 

G. In this article the term "staff" includes guards. 
 
ARTICLE VIII: Exchange of information 
A. Each member should make available such information as would, in the judgement of the 

member, be helpful to the Agency. 
B. Each member shall make available to the Agency all scientific information developed as a 

result of assistance extended by the Agency pursuant to article XI. 
C. The Agency shall assemble and make available in an accessible form the information made 

available to it under paragraphs A and B of this article. It shall take positive steps to 
encourage the exchange among its members of information relating to the nature and peaceful 
uses of atomic energy and shall serve as an intermediary among its members for this purpose. 

 
ARTICLE IX: Supplying of materials 
A. Members may make available to the Agency such quantities of special fissionable materials 

as they deem advisable and on such terms as shall be agreed with the Agency. The materials 
made available to the Agency may, at the discretion of the member making them available, 
be stored either by the member concerned or, with the agreement of the Agency, in the 
Agency's depots. 

B. Members may also make available to the Agency source materials as defined in article XX 
and other materials. The Board of Governors shall determine the quantities of such materials 
which the Agency will accept under agreements provided for in article XIII. 

C. Each member shall notify the Agency of the quantities, form, and composition of special 
fissionable materials, source materials, and other materials which that member is prepared, 
in conformity with its laws, to make available immediately or during a period specified by 
the Board of Governors. 

D. On request of the Agency a member shall, from the materials which it has made available, 
without delay deliver to another member or group of members such quantities of such 
materials as the Agency may specify, and shall without delay deliver to the Agency itself 
such quantities of such materials as are really necessary for operations and scientific research 
in the facilities of the Agency. 

E. The quantities, form and composition of materials made available by any member may be 
changed at any time by the member with the approval of the Board of Governors. 

F. An initial notification in accordance with paragraph C of this article shall be made within 
three months of the entry into force of this Statute with respect to the member concerned. In 
the absence of a contrary decision of the Board of Governors, the materials initially made 
available shall be for the period of the calendar year succeeding the year when this Statute 
takes effect with respect to the member concerned. Subsequent notifications shall likewise, 
in the absence of a contrary action by the Board, relate to the period of the calendar year 
following the notification and shall be made no later than the first day of November of each 
year. 

G. The Agency shall specify the place and method of delivery and, where appropriate, the 
form and composition, of materials which it has requested a member to deliver from the 
amounts which that member has notified the Agency it is prepared to make available. The 
Agency shall also verify the quantities of materials delivered and shall report those quantities 
periodically to the members. 
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F 事務局長及び職員は、その任務の遂行に際し、機関以外のいかなるところからも指示を求
め、又は受けてはならない。それらの者は、機関の職員としての地位に影響を及ぼすいかな
る行動も慎まなければならず、また、機関に対する自己の責任に従うことを条件として、機関
に対する自己の公的任務により知るに至った産業上の秘密又は他の機密の情報をもらして
はならない。各加盟国は、事務局長及び職員の責任の国際的性質を尊重することを約束
し、また、それらの者が任務を遂行するに当って、それらの者に影響を及ぼそうとしてはならな
い。 

G この条にいう「職員」には、警備員を含む。 
第8条  情報の交換  
A 各加盟国は、自国の判断により機関にとって有用と考える情報を提供するものとする。 
B 各加盟国は、第11条の規定に従って機関により与えられた援助の結果として得られるすべ
ての科学的情報を機関に提供しなければならない。 

C 機関は、A及びBの規定により機関に提供された情報を収集整理し、かつ、それを利用しや
すい形式で利用に供するものとする。機関は、原子力の性質及び平和的利用に関する情報
の加盟国間における交換の奨励のための積極的措置を執るものとし、また、この目的のた
め、加盟国間の仲介者となるものとする。 

 
第9条  物質の供給  
A 加盟国は、自国で適当と考える量の特殊核分裂性物質を、機関が同意する条件で、機関
に提供することができる。機関に提供された物質は、提供する加盟国の裁量により、その加
盟国が貯蔵し、又は機関の同意を得て、機関の貯蔵所に貯蔵することができる。 

B 加盟国は、また、第20条に定める原料物質及び他の物質を機関に提供することができる。
理事会は、第13条に定める協定に基き機関が受諾するそれらの物質の量を決定する。 

C 各加盟国は、自国の法律に従って、即時に又は理事会が指定する期間内に提供する用意
のある特殊核分裂性物質、原料物質及び他の物質の量、形状及び組成を機関に通告しな
ければならない。 

D 加盟国は、機関の要請を受けたときは、自国が提供した物質のうちから、機関が指定する
物質を、機関が指定する量だけ、他の加盟国又は加盟国群に遅滞なく引き渡さなければな
らず、また、機関の施設における作業及び科学的研究のため実際に必要な物質を、実際に
必要な量だけ、機関自体に遅滞なく引き渡さなければならない。 

E 加盟国が提供した物質の量、形状及び組成は、理事会の承認を得て、当該加盟国がいつ
でも変更することができる。 

F Cの規定による最初の通告は、この憲章が当該加盟国について効力を生じた日から3箇月
以内に行わなければならない。理事会が別段の決定を行わない限り、最初に提供される物
質は、この憲章が当該加盟国について効力を生じた年に続く暦年による1年の期間に対する
ものとする。その後の通告も、同様に、理事会が別段の措置を執らない限り、通告が行われ
た年に続く暦年による1年の期間に関するものとし、また、各年の11月1日以前に行わなけれ
ばならない。 

G 機関は、加盟国が機関に対し提供する用意があると通告した量の物質のうち、機関が引
渡を要請した物質の引渡の場所及び方法並びに、適当な場合には、その物質の形状及び
組成を指定するものとする。機関は、また、引き渡された物質を検量しなければならず、か
つ、そのように引き渡された物質の量を、定期的に、すべての加盟国に報告しなければならな
い。 
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H. The Agency shall be responsible for storing and protecting materials in its possession. The 
Agency shall ensure that these materials shall be safeguarded against 

 1. hazards of the weather, 
2. unauthorized removal or diversion, 
3. damage or destruction, including sabotage, and 
4. forcible seizure. In storing special fissionable materials in its possession, the Agency shall 

ensure the geographical distribution of these materials in such a way as not to allow 
concentration of large amounts of such materials in any one country or region of the world. 

I. The Agency shall as soon as practicable establish or acquire such of the following as may 
be necessary: 

 1. Plant, equipment, and facilities for the receipt, storage, and issue of materials; 
 2. Physical safeguards; 
 3. Adequate health and safety measures; 
 4. Control laboratories for the analysis and verification of materials received; 
 5. Housing and administrative facilities for any staff required for the foregoing. 
J. The materials made available pursuant to this article shall be used as determined by the 

Board of Governors in accordance with the provisions of this Statute. No member shall have 
the right to require that the materials it makes available to the Agency be kept separately by 
the Agency or to designate the specific project in which they must be used. 

 
ARTICLE X: Services, equipment, and facilities 
Members may make available to the Agency services, equipment, and facilities which may be 
of assistance in fulfilling the Agency's objectives and functions. 
 
ARTICLE Xl: Agency projects 
A. Any member or group of members of the Agency desiring to set up any project for research 

on, or development or practical application of, atomic energy for peaceful purposes may 
request the assistance of the Agency in securing special fissionable and other materials, 
services, equipment, and facilities necessary for this purpose. Any such request shall be 
accompanied by an explanation of the purpose and extent of the project and shall be 
considered by the Board of Governors. 

B. Upon request, the Agency may also assist any member or group of members to make 
arrangements to secure necessary financing from outside sources to carry out such projects. 
In extending this assistance, the Agency will not be required to provide any guarantees or to 
assume any financial responsibility for the project. 

C. The Agency may arrange for the supplying of any materials, services, equipment, and 
facilities necessary for the project by one or more members or may itself undertake to provide 
any or all of these directly, taking into consideration the wishes of the member or members 
making the request. 

D. For the purpose of considering the request, the Agency may send into the territory of the 
member or group of members making the request a person or persons qualified to examine 
the project. For this purpose the Agency may, with the approval of the member or group of 
members making the request, use members of its own staff or employ suitably qualified 
nationals of any member. 

E. Before approving a project under this article, the Board of Governors shall give due 
consideration to: 

1. The usefulness of the project, including its scientific and technical feasibility; 
2. The adequacy of plans, funds, and technical personnel to assure the effective execution of 

the project; 
3. The adequacy of proposed health and safety standards for handling and storing materials 

and for operating facilities; 
4. The inability of the member or group of members making the request to secure the necessary 

finances, materials, facilities, equipment, and services; 
5. The equitable distribution of materials and other resources available to the Agency; 
6. The special needs of the under- developed areas of the world; and 
7. Such other matters as may be relevant. 
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H 機関は、その所持する物質の貯蔵及び保護の責任を負うものとする。機関は、それらの物
質が､(1)天候による障害､(2)許可を得ていない移動又は転用、(3)破損又は破壊（サボター
ジュを含む。）及び(4)強制的差押から守られることを確保しなければならない。機関は、その
所持する特殊核分裂性物質を貯蔵するに当り、その物質が多量にいずれかの国又は世界
の一地域に集中しないように､その物質の地理的配分を確保しなければならない。 

I 機関は、できる限りすみやかに、次のもののうち必要となるものを設置し、又は取得しなけれ
ばならない。 

1 物質の受入、貯蔵及び送出のための工場、設備及び施設  
2 物理的保障手段  
3 十分な保健上及び安全上の手段  
4 受領された物質の分析及び検量のための管理試験所  
5 1から4までに掲げるもののため必要な職員のための住居及び行政上の施設  

J この条の規定に従って提供された物質は、この憲章の規定に基き理事会が決定するところ
に従って､利用されるものとする｡いずれの加盟国も､自国が機関に提供する物質を機関が別
個に保管するように要求する権利又はその物質が利用されるべき特定の計画を指定する権
利を有しないものとする。 

 
第10条  役務、設備及び施設  
加盟国は、機関に対し、機関の目的及び任務の遂行に役だつ役務、設備及び施設を提供す
ることができる。 
 

第11条  機関の計画  
A 機関のいずれかの加盟国又は加盟国群は、平和的目的のための原子力の研究、開発又
は実用化の計画を設定することを希望するときは、このため必要な特殊核分裂性物質及び
他の物質、役務、設備並びに施設の確保に当って、機関の援助を要請することができる。こ
の要請には、計画の目的及び範囲の説明を添えるものとし､理事会は、その要請を検討する
ものとする。 

B 機関は、また、要請を受けたときは、いずれかの加盟国又は加盟国群が前記の計画を遂
行するため必要な融資を外部から確保するように取りきめることについて、援助することがで
きる。この援助の供与に当つては、機関は、その計画のために、いかなる担保の提供又は財
政的責任の負担をも要求されないものとする。 

C 機関は、要請を行った加盟国の希望を考慮した上、前記の計画のため必要な物質、役
務、設備及び施設が、1若しくは2以上の加盟国により供給されるように取り計らうことができ
るものとし、又は機関が、みずから、それらのもののいずれか若しくはすべてを直接に提供す
ることを引き受けることができる。 

D 機関は、前記の要請を検討するため、計画を審査する資格を有する者を、その要請を行っ
た加盟国又は加盟国群の領域内に送ることができる。この目的のため、機関は、その要請を
行った加盟国又は加盟国群の承認を得て、機関の職員を使用し、又はいずれかの加盟国の
国民で適当な資格を有するものを雇用することができる。 

E 理事会は、この条の規定に基く計画を承認する前に、次の事項に妥当な考慮を払うものと
する。 
1 計画の有用性（その科学的及び技術的実行可能性を含む） 
2 計画の効果的な実施を確保するための企画、資金及び技術要員の妥当性  
3 質の取扱及び貯蔵のため並びに施設の運用のための提案された保健上及び安全上の
基準の妥当性  

4 要請を行った加盟国又は加盟国群の必要な資金調達、物質、施設、設備及び役務を確
保することについての能力の不足  

5 機関が利用しうる物質及び他の資源の公平な配分  
6 世界の低開発地域における特別の必要  
7 その他関係のある事項  
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F. Upon approving a project, the Agency shall enter into an agreement with the member or 
group of members submitting the project, which agreement shall: 

1. Provide for allocation to the project of any required special fissionable or other materials; 
2. Provide for transfer of special fissionable materials from their then place of custody, 

whether the materials be in the custody of the Agency or of the member making them 
available for use in Agency projects, to the member or group of members submitting the 
project, under conditions which ensure the safety of any shipment required and meet 
applicable health and safety standards; 

3. Set forth the terms and conditions, including charges, on which any materials, services, 
equipment, and facilities are to be provided by the Agency itself, and, if any such materials, 
services, equipment, and facilities are to be provided by a member, the terms and conditions 
as arranged for by the member or group of members submitting the project and the supplying 
member; 

4. Include undertakings by the member or group of members submitting the project: (a) that 
the assistance provided shall not be used in such a way as to further any military purpose; 
and (b) that the project shall be subject to the safeguards provided for in article XII, the 
relevant safeguards being specified in the agreement; 

5. Make appropriate provision regarding the rights and interests of the Agency and the member 
or members concerned in any inventions or discoveries, or any patents therein, arising from 
the project; 

6. Make appropriate provision regarding settlement of disputes; 
7. Include such other provisions as may be appropriate. 
G. The provisions of this article shall also apply where appropriate to a request for materials, 

services, facilities, or equipment in connection with an existing project. 
 
ARTICLE XII: Agency safeguards 
A. With respect to any Agency project, or other arrangement where the Agency is requested 
by the parties concerned to apply safeguards, the Agency shall have the following rights and 
responsibilities to the extent relevant to the project or arrangement: 
1. To examine the design of specialized equipment and facilities, including nuclear reactors, 

and to approve it only from the view- point of assuring that it will not further any military 
purpose, that it complies with applicable health and safety standards, and that it will permit 
effective application of the safeguards provided for in this article; 

2. To require the observance of any health and safety measures prescribed by the Agency; 
3. To require the maintenance and production of operating records to assist in ensuring 

accountability for source and special fissionable materials used or produced in the project or 
arrangement; 

4. To call for and receive progress reports; 
5. To approve the means to be used for the chemical processing of irradiated materials solely 

to ensure that this chemical processing will not lend itself to diversion of materials for 
military purposes and will comply with applicable health and safety standards; to require that 
special fissionable materials recovered or produced as a by-product be used for peaceful 
purposes under continuing Agency safeguards for research or in reactors, existing or under 
construction, specified by the member or members concerned; and to require deposit with 
the Agency of any excess of any special fissionable materials recovered or produced as a by-
product over what is needed for the above- stated uses in order to prevent stockpiling of these 
materials, provided that thereafter at the request of the member or members concerned special 
fissionable materials so deposited with the Agency shall be returned promptly to the member 
or members concerned for use under the same provisions as stated above. 
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F 機関は、計画を承認したときは、その計画を提出した加盟国又は加盟国群と協定を締結す
るものとし、その協定は、次のことを定めるものとする。 

1 必要な特殊核分裂性物質及び他の物質の計画への割当  
2 特殊核分裂性物質のその時の保管（機関により保管されているか、又は機関の計画への
利用のため提供する加盟国により保管されているかを問わない）の場所から、計画を提出し
た加盟国又は加盟国群への、必要な積送の安全を確保し、かつ、妥当な保健上及び安全
上の基準に合致する条件の下における移転  

3 機関がみずからいずれかの物質、役務、設備及び施設を提供するときは、その提供の条件
（料金を含む）並びに、いずれかの加盟国がそれらの物質、役務、設備及び施設を供給する
ときは、計画を提出した加盟国又は加盟国群と供給国とが取りきめる条件  

4 (a)提供される援助が、いずれかの軍事的目的を助長するような方法で利用されないこと及
びd条に定める保障措置（関係保障措置は、協定中に明記するものとする）に従うべきことに
ついて、計画を提出した加盟国又は加盟国群が行う約束  

5 計画から生ずる発明若しくは発見又はその発明若しくは発見に関する特許についての機関
及び関係加盟国の権利及び利益に関する適当な規定  

6 紛争の解決に関する適法な規定  
7 その他の適当な規定  
G この条の規定は、また、適当な場合には、既存の計画に関する物質、役務、施設又は設備
に対する要請にも適用される。 

 
第12条  機関の保障措置  

A 機関は、機関のいずれかの計画に関し、又は、他の取極の関係当事国が機関に対して保
障措置の適用を要請する場合に、その取極に関し、その計画又は取極に関連する限度にお
いて、次のことを行う権利及び責任を有する。 

1 専門的設備及び施設（原子炉を含む）の設計を検討すること並びに、その設計が軍事的
目的を助長するものでなく、妥当な保健上及び安全上の基準に合致しており、かつ、この条
に定める保障措置を実効的に適用しうるものであることを確保するという見地からのみ、その
設計を承認すること。 

2 機関が定める保健上及び安全上の措置の遵守を要求すること。 
3 前記の計画又は取極において使用され、又は生産される原料物質及び特殊核分裂性物
質の計量性の確保に役だつ操作記録の保持及び提出を要求すること。 

4 経過報告を要求し、及び受領すること。 
5 照射を受けた物質の化学処理のため用いられる方法を、その化学処理が物質の軍事的
目的への転用に役だてられるものでなく、かつ、妥当な保健上及び安全上の基準に合致す
るものであることを確保することのみを目的として、承認すること、回収され又は副産物として
生産された特殊核分裂性物質が、関係加盟国の指定する研究のため、又はその指定する
既存の若しくは建設中の原子炉において、継続的に機関の保障措置の下で、平和的目的
に利用されるように要求すること並びに回収され又は副産物として生産された特殊核分裂性
物質で前記の利用のため必要な量をこえる余分のものを、その蓄積を防ぐため、機関に寄
託するように要求すること。ただし、機関に寄託されたその特殊核分裂性物質は、その後関
係加盟国が要請したときは、前記の規定に基く利用のため、関係加盟国にすみやかに返還
されるものとする。 
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6. To send into the territory of the recipient State or States inspectors, designated by the 
Agency after consultation with the State or States concerned, who shall have access at all 
times to all places and data and to any person who by reason of his occupation deals with 
materials, equipment, or facilities which are required by this Statute to be safeguarded, as 
necessary to account for source and special fissionable materials supplied and fissionable 
products and to determine whether there is compliance with the undertaking against use in 
furtherance of any military purpose referred to in sub- paragraph F-4 of article Xl, with the 
health and safety measures referred to in sub- paragraph A-2 of this article, and with any 
other conditions prescribed in the agreement between the Agency and the State or States 
concerned. Inspectors designated by the Agency shall be accompanied by representatives of 
the authorities of the State concerned, if that State so requests, provided that the inspectors 
shall not thereby be delayed or otherwise impeded in the exercise of their functions; 

7. In the event of non- compliance and failure by the recipient State or States to take requested 
corrective steps within a reasonable time, to suspend or terminate assistance and withdraw 
any materials and equipment made available by the Agency or a member in furtherance of 
the project. 

B. The Agency shall, as necessary, establish a staff of inspectors. The Staff of inspectors shall 
have the responsibility of examining all operations conducted by the Agency itself to 
determine whether the Agency is complying with the health and safety measures prescribed 
by it for application to projects subject to its approval, supervision or control, and whether 
the Agency is taking adequate measures to prevent the source and special fissionable 
materials in its custody or used or produced in its own operations from being used in 
furtherance of any military purpose. The Agency shall take remedial action forthwith to 
correct any non- compliance or failure to take adequate measures. 

C. The staff of inspectors shall also have the responsibility of obtaining and verifying the 
accounting referred to in sub paragraph A-6 of this article and of determining whether there 
is compliance with the undertaking referred to in sub paragraph F-4 of article XI, with the 
measures referred to in sub- paragraph A-2 of this article, and with all other conditions of 
the project prescribed in the agreement between the Agency and the State or States concerned. 
The inspectors shall report any non-compliance to the Director General who shall thereupon 
transmit the report to the Board of Governors. The Board shall call upon the recipient State 
or States to remedy forthwith any non-compliance which it finds to have occurred. The Board 
shall report the non-compliance to all members and to the Security Council and General 
Assembly of the United Nations. In the event of failure of the recipient State or States to 
take fully corrective action within a reasonable time, the Board may take one or both of the 
following measures: direct curtailment or suspension of assistance being provided by the 
Agency or by a member, and call for the return of materials and equipment made available 
to the recipient member or group of members. The Agency may also, in accordance with 
article XIX, suspend any non- complying member from the exercise of the privileges and 
rights of membership. 

 
ARTICLE XIII: Reimbursement of members 
Unless otherwise agreed upon between the Board of Governors and the member furnishing to 
the Agency materials, services, equipment, or facilities, the Board shall enter into an 
agreement with such member providing for reimbursement for the items furnished. 
 
ARTICLE XIV: Finance 
A. The Board of Governors shall submit to the General Conference the annual budget estimates 

for the expenses of the Agency. To facilitate the work of the Board in this regard, the Director 
General shall initially prepare the budget estimates. If the General Conference does not 
approve the estimates, it shall return them together with its recommendations to the Board. 
The Board shall then submit further estimates to the General Conference for its approval. 

B. Expenditures of the Agency shall be classified under the following categories: 
1. Administrative expenses: these shall include: 
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6 機関が関係国と協議の後指定した視察員を受領国の領域に派遣すること。その視察員
は、いつでも、供給された原料物質及び特殊核分裂性物質並びに核分裂性生産物の計量
のため、並びに第11条F4にいう軍事的目的の助長のために利用しないことについての約束、
この条のA2にいう保健上及び安全上の措置並びに機関と関係国との間の協定に定める他
のいずれかの条件に対する違反の有無の決定のために必要なすべての場所、資料及び人
（この憲章に基き保障措置の適用が要求される物質、設備又は施設に職掌上関係する者）
に近づくことができる。機関が指定した視察員は、関係国の要請を受けたときは、自己の職
務の執行を遅滞させられ、又は妨げられないことを条件として、その国の当局の代表者を伴
わなければならない。 

7 違反が存在し、かつ、受領国が要請された是正措置を適当な期間内に執らなかつたとき
は、援助を停止し、又は終止し、並びに当該計画の促進のため機関又は加盟国が提供した
いずれかの物質及び設備を撤収すること。 

B 機関は、必要な場合には、視察部を設置するものとする。視察部は、機関の承認、監督又
は管理を受ける計画に対して適用するために定めた保健上及び安全上の措置に機関が違
反していないかどうか、並びに機関が保管し、又はその作業において使用され若しくは生産さ
れる原料物質及び特殊核分裂性物質がいずれかの軍事的目的の助長のため使用されるこ
とを防止するために、機関が十分な措置を執っているかどうかを決定するため、機関がみず
から行うすべての作業を検査する責任を負うものとする。機関は、前記の違反が存在するこ
と又は前記の十分な措置が執られていないことを是正するための改善の措置を直ちに執ら
なければならない。 

C 視察部は、また、この条のA6にいう計量の結果を入手しかつ検認する責任並びに第11条
F4にいう約束、この条のA2にいう措置及び機関と関係国との間の協定に定める計画の他の
すべての条件に対する違反の有無を決定する責任を負うものとする。視察員は、違反を事務
局長に報告しなければならず、事務局長は、その報告を理事会に伝達しなければならない。
理事会は、発生したと認める違反を直ちに改善するように受領国に要求しなければならな
い。理事会は、その違反をすべての加盟国並びに国際連合の安全保障理事会及び総会に
報告しなければならない。受領国が適当な期間内に十分な是正措置を執らなかつた場合に
は、理事会は、機関又は加盟国が提供する援助の削減又は停止を命ずる措置並びに受領
加盟国又は受領加盟国群に提供された物質及び設備の返還を要求する措置のうちの一方
又は双方を執ることができる。機関は、また、第19条の規定に従い、違反を行った加盟国に
対し、加盟国としての特権及び権利の行使を停止することができる。 

 
第13条  加盟国に対する償還  
理事会と物質、役務、設備又は施設を機関に提供する加盟国との間に別段の合意がない限
り、理事会は、提供される品目の費用の償還を規定する協定をその加盟国と締結するものと
する。 

 
第14条  会計  
A 理事会は、機関の費用の年次予算見積を総会に提出するものとする。これに関する理事
会の作業を容易にするため、事務局長は、最初に予算見積を準備するものとする。総会は、
その見積を承認しなかつたときは、勧告を附して、理事会に返却する。この場合には、理事
会は、新たな見積を、承認を得るため総会に提出しなければならない。 

B 機関の費用は、次の部門に分類するものとする。 
1 行政費。これには、次のものを含むものとする。 
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(a) Costs of the staff of the Agency other than the staff employed in connection with 
materials, services, equipment, and facilities referred to in sub paragraph B-2 below; costs 
of meetings; and expenditures required for the preparation of Agency projects and for the 
distribution of information; 

 (b) Costs of implementing the safeguards referred to in article XII in relation to Agency 
projects or, under sub- paragraph A-5 of article III, in relation to any bilateral or multilateral 
arrangement, together with the costs of handling and storage of special fissionable material 
by the Agency other than the storage and handling charges referred to in paragraph E below; 

2. Expenses, other than those included in sub-paragraph 1 of this paragraph, in connection 
with any materials, facilities, plant, and equipment acquired or established by the Agency in 
carrying out its authorized functions, and the costs of materials, services, equipment, and 
facilities provided by it under agreements with one or more members. 

C. In fixing the expenditures under sub-paragraph B-l (b) above, the Board of Governors shall 
deduct such amounts as are recoverable under agreements regarding the application of 
safeguards between the Agency and parties to bilateral or multilateral arrangements. 

D. The Board of Governors shall apportion the expenses referred to in sub- paragraph B-1 
above, among members in accordance with a scale to be fixed by the General Conference. In 
fixing the scale the General Conference shall be guided by the principles adopted by the 
United Nations in assessing contributions of Member States to the regular budget of the 
United Nations. 

E. The Board of Governors shall establish periodically a scale of charges, including reasonable 
uniform storage and handling charges, for materials, services, equipment, and facilities 
furnished to members by the Agency. The scale shall be designed to produce revenues for the 
Agency adequate to meet the expenses and costs referred to in sub paragraph B-2 above, less 
any voluntary contributions which the Board of Governors may, in accordance with paragraph 
F, apply for this purpose. The proceeds of such charges shall be placed in a separate fund 
which shall be used to pay members for any materials, services, equipment, or facilities 
furnished by them and to meet other expenses referred to in sub- paragraph B- 2 above which 
may be incurred by the Agency itself 

F. Any excess of revenues referred to in paragraph E over the expenses and costs there referred 
to, and any voluntary contributions to the Agency, shall be placed in a general fund which 
may be used as the Board of Governors, with the approval of the General Conference, may 
determine. 

G. Subject to rules and limitations approved by the General Conference, the Board of 
Governors shall have the authority to exercise borrowing powers on behalf of the Agency 
without, however, imposing on members of the Agency any liability in respect of loans 
entered into pursuant to this authority, and to accept voluntary contributions made to the 
Agency. 

H. Decisions of the General Conference on financial questions and of the Board of Governors 
on the amount of the Agency's budget shall require a two- thirds majority of those present 
and voting. 

 
ARTICLE XV: Privileges and immunities 
A. The Agency shall enjoy in the territory of each member such legal capacity and such 

privileges and immunities as are necessary for the exercise of its functions. 
B. Delegates of members together with their alternates and advisers, Governors appointed to 

the Board together with their alternates and advisers, and the Director General and the staff 
of the Agency, shall enjoy such privileges and immunities as are necessary in the independent 
exercise of their functions in connection with the Agency. 

C. The legal capacity, privileges, and immunities referred to in this article shall be defined in 
a separate agreement or agreements between the Agency, represented for this purpose by the 
Director General acting under instructions of the Board of Governors. and the members. 
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(a) 機関の職員 (B2にいう物質、役務、設備及び施設に関連して雇用される職員を除く）の費
用、会議に要する費用並びに機関の計画の準備及び情報の配布のため必要な費用  

(b) 機関の計画に関して、又は第3条A5の規定によりいずれかの2国間若しくは多数国間の
取極に関して、第12条に定める保障措置を実施する費用並びに機関による特殊核分裂性
物質の取扱及び貯蔵に要する費用（Eにいう貯蔵及び取扱に要する費用を除く） 

2 機関がその認められた任務を遂行するために取得し、又は設置した物質、施設、工場及び
設備に関する費用（1に掲げる費用を除く）並びに機関が加盟国との協定に基き提供する物
質、役務、設備及び施設の費用  

C B1(b)の費用を定めるに当り、理事会は、機関と2国間又は多数国間の取極の当事国との
間の保障措置の適用に関する協定に基き回収することができる金額を控除するものとする。 

D 理事会は、B1に掲げる費用を、総会が定める基準に従って、加盟国に割り当てるものとす
る。総会は、この基準を定めるに当り、国際連合がその通常予算に対する国際連合の加盟
国の分担金の割当の際に採択した原則を指針とするものとする。 

E 理事会は、機関が加盟国に提供する物質、役務、設備及び施設の料金（合理的かつ画一
的な貯蔵料及び取扱料を含む。）の基準を定期的に定めるものとする。この基準は、B2に掲
げる費用（理事会がＦの規定に従ってB2の使途に充てることのある任意の拠出を引いたも
の）をまかなうために十分な収入を機関にもたらすように作成しなければならない。前記の料
金収入は、加盟国が提供したいずれかの物質、役務、設備又は施設に対してその加盟国に
支払うため、及び機関がみずから必要とするB2に掲げる他の費用をまかなうため使用される
別個の資金とする。 

F Eにいう収入のうち同項にいう費用をこえる金額及び機関に対する任意の拠出は、理事会
が総会の承認を得て決定するところに従って使用される一般資金とする。 

G 理事会は、総会が承認した規則及び制限に従うことを条件として、機関のために借入機能
を行使する権限（ただし、その権限により行われた借款に関して、機関の加盟国にいかなる
責任も負わせてはならない。）を有するものとし、また、機関に対して行われる任意の拠出を
受諾する権限を有する。 

H 会計上の問題に関する総会の決定及び機関の予算額に関する理事会の決定は、出席し
かつ投票する者の3分の2の多数を必要とする。 

 
第15条  特権及び免除  
A 機関は、各加盟国の領域内において、機関の任務の遂行のため必要な法律上の能力並
びにそのため必要な特権及び免除を享有する。 

B 加盟国の代表、代表代理及び顧問、理事会のために任命された理事、その代理及び顧問
並びに機関の事務局長及び職員は、機関に関連する自己の任務を独立して遂行するため
に必要な特権及び免除を享有する。 

C この条にいう法律上の能力、特権及び免除は、理事会の指示に従って行動する事務局長
によってこの目的のために代表される機関と加盟国との間の別個の1又は2以上の協定にお
いて定められるものとする。 
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ARTICLE XVI: Relationship with other organizations 
A. The Board of Governors, with the approval of the General Conference, is authorized to 

enter into an agreement or agreements establishing an appropriate relationship between the 
Agency and the United Nations and any other organizations the work of which is related to 
that of the Agency. 

B. The agreement or agreements establishing the relationship of the Agency and the United 
Nations shall provide for: 

1. Submission by the Agency of reports as provided for in sub-paragraphs B- 4 and B- 5 of 
article III; 

2. Consideration by the Agency of resolutions relating to it adopted by the General Assembly 
or any of the Councils of the United Nations and the submission of reports, when requested, 
to the appropriate organ of the United Nations on the action taken by the Agency or by its 
members in accordance with this Statute as a result of such consideration.  

ARTICLE XVII: Settlement of disputes 
A. Any question or dispute concerning the interpretation or application of this Statute which 

is not settled by negotiation shall be referred to the International Court of Justice in 
conformity with the Statute of the Court, unless the parties concerned agree on another mode 
of settlement. 

B. The General Conference and the Board of Governors are separately empowered, subject to 
authorization from the General Assembly of the United Nations, to request the International 
Court of Justice to give an advisory opinion on any legal question arising within the scope 
of the Agency's activities.  

ARTICLE XVIII: Amendments and withdrawals 
A. Amendments to this Statute may be proposed by any member. Certified copies of the text 

of any amendment proposed shall be prepared by the Director General and communicated by 
him to all members at least ninety days in advance of its consideration by the General 
Conference. 

B. At the fifth annual session of the General Conference following the coming into force of 
this Statute, the question of a general review of the provisions of this Statute shall be placed 
on the agenda of that session. On approval by a majority of the members present and voting, 
the review will take place at the following General Conference. Thereafter, proposals on the 
question of a general review of this Statute may be submitted for decision by the General 
Conference under the same procedure. 

C. Amendments shall come into force for all members when: 
(i) Approved by the General Conference by a two-thirds majority of those present and voting 

after consideration of observations submitted by the Board of Governors on each proposed 
amendment, and 

(ii) Accepted by two-thirds of all the members in accordance with their respective 
constitutional processes. Acceptance by a member shall be effected by the deposit of an 
instrument of acceptance with the depositary Government referred to in paragraph C of article 
XXI. 

D. At any time after five years from the date when this Statute shall take effect in accordance 
with paragraph E of article XXI or whenever a member is unwilling to accept an amendment 
to this Statute, it may withdraw from the Agency by notice in writing to that effect given to 
the depositary Government referred to in paragraph C of article XXI, which shall promptly 
inform the Board of Governors and all members. 

E. Withdrawal by a member from the Agency shall not affect its contractual obligations 
entered into pursuant to article XI or its budgetary obligations for the year in which it 
withdraws.  

ARTICLE XIX: Suspension of privileges 
A. A member of the Agency which is in arrears in the payment of its financial contributions 

to the Agency shall have no vote in the Agency if the amount of its arrears equals or exceeds 
the amount of the contributions due from it for the preceding two years. The General 
Conference may, nevertheless, permit such a member to vote if it is satisfied that the failure 
to pay is due to conditions beyond the control of the member. 
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第16条  他の機関との関係  
A 理事会は、総会の承認を得て、機関と国際連合との間及び機関と他の機関でその業務が
機関の業務と関連があるものとの間の妥当な関係を設定する1又は2以上の協定を締結する
権限を有する。 

B 機関と国際連合との関係を設定する1又は2以上の協定は、次のことを規定するものとす
る。 
1 機関が、第3条B4及び5に定める報告を提出すること。 
2 機関が、国際連合の総会又はそのいずれかの理事会により採択された機関に関係のある
決議を検討すること並びに、要請を受けたとき、前記の検討の結果機関又は機関の加盟
国がこの憲章に従って執った措置について、国際連合の適当な機関に対し、報告を提出す
ること。 

 
第17条  紛争の解決  
A この憲章の解釈又は適用に関する問題又は紛争で交渉によって解決されないものは、関
係国が他の解決方法について合意する場合を除くほか、国際司法裁判所規定に従い、国際
司法裁判所に付託するものとする。 

B 総会及び理事会は、それぞれ、国際連合総会の許可を得ることを条件として、機関の活動
の範囲内で生ずる法律上の問題に関して、国際司法裁判所の勧告的意見を要請する機能
を与えられる。 

 
第18条  改正及び脱退  
A この憲章の改正は、いずれの加盟国も提案することができる。事務局長は、改正案の本文
の認証謄本を作成し、かつ、総会によるその審議の少なくとも90日前までに、これをすべての
加盟国に送付するものとする。 

B この憲章の規定の全般的再検討の問題は、この憲章の効力発生後の第5回目の年次総
会の会期において、同会期の議事日程に記載するものとする。この再検討は、出席しかつ投
票する加盟国の多数決による承認を得たときは、その次の総会において行われる。その後
は、この憲章の全般的再検討の問題に関する提案は、同様の手続に従い、総会による決定
のため提出することができる。 

C 改正は、次の場合において、すべての加盟国につき効力を生ずる。 
(i) 総会が、各改正案につき理事会が提出する意見を審議した上、出席しかつ投票する加盟
国の3分の2の多数決により承認し、かつ、 
(ii) 全加盟国の3分の2が、それぞれ自国の憲法上の手続に従って受諾した場合。加盟国に
よる受諾は、第21条Cにいう寄託国政府への受諾書の寄託により行われる。 

D 加盟国は、この憲章が第21条Eの規定に従って効力を生じた日から5年後又はその加盟国
がこの憲章の改正を受諾することを望まないときはいつでも、第21条Cにいう寄託国政府にあ
てた書面による脱退通告により、機関から脱退することができるものとし、寄託国政府は、直
ちにその旨を理事会及びすべての加盟国に通報しなければならない。 

E 加盟国の機関からの脱退は、第 11条の規定に従って発生したその加盟国の契約上の義
務又は脱退する年についてのその加盟国の財政的義務に影響を及ぼすものではない。 

 
第19条  特権の停止  
A 機関の加盟国で機関に対する分担金の支払を滞納しているものは、その滞納金額が当該
年度に先だつ2年間に支払うべき分担金の額以上の額となるときは、機関における投票権を
失うものとする。もつとも、総会は、支払が行われなかつたことがその加盟国にとってやむを
得ない事情によると認めるときは、その加盟国に投票することを許すことができる。 
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B. A member which has persistently violated the provisions of this Statute or of any agreement 
entered into by it pursuant to this Statute may be suspended from the exercise of the 
privileges and rights of membership by the General Conference acting by a two- thirds 
majority of the members present and voting upon recommendation by the Board of 
Governors. 

 
ARTICLE XX: Definitions 
As used in this Statute: 
1. The term "special fissionable material" means plutonium-239; uranium- 233; uranium 

enriched in the isotopes 235 or 233; any material containing one or more of the foregoing; 
and such other fissionable material as the Board of Governors shall from time to time deter 
mine; but the term "special fissionable material" does not include source material. 

2. The term "uranium enriched in the isotopes 235 or 233" means uranium containing the 
isotopes 235 or 233 or both in an amount such that the abundance ratio of the sum of these 
isotopes to the isotope 238 is greater than the ratio of the isotope 235 to the isotope 238 
occurring in nature. 

3. The term "source material" means uranium containing the mixture of isotopes occurring in 
nature; uranium depleted in the isotope 235; thorium; any of the foregoing in the form of 
metal, alloy, chemical compound, or concentrate; any other material containing one or more 
of the foregoing in such concentration as the Board of Governors shall from time to time 
determine; and such other material as the Board of Governors shall from time to time 
determine. 

 
ARTICLE XXI: Signature, acceptance, and entry into force 
A. This Statute shall be open for signature on 26 October 1956 by all States Members of the 

United Nations or of any of the specialized agencies and shall remain open for signature by 
those States for a period of ninety days. 

B. The signatory States shall become parties to this Statute by deposit of an instrument of 
ratification. 

C. Instruments of ratification by signatory States and instruments of acceptance by States 
whose membership has been approved under paragraph B of article IV of this Statute shall 
be deposited with the Government of the United States of America, hereby designated as 
depositary Government. 

D. Ratification or acceptance of this Statute shall be effected by States in accordance with 
their respective constitutional processes. 

E. This Statute, apart from the Annex, shall come into force when eighteen States have 
deposited instruments of ratification in accordance with paragraph B of this article, provided 
that such eighteen States shall include at least three of the following States: Canada, France, 
the Union of Soviet Socialist Republics, the United Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland, and the United States of America. Instruments of ratification and instruments of 
acceptance deposited thereafter shall take effect on the date of their receipt. 

F. The depositary Government shall promptly inform all States signatory to this Statute of the 
date of each deposit of ratification and the date of entry into force of the Statute. The 
depositary Government shall promptly inform all signatories and members of the dates on 
which States subsequently become parties thereto. 

G. The Annex to this Statute shall come into force on the first day this Statute is open for 
signature. 

 
ARTICLE XXII: Registration with the United Nations 
A. This Statute shall be registered by the depositary Government pursuant to Article 102 of 

the Charter of the United Nations. 
B. Agreements between the Agency and any member or members, agreements between the 

Agency and any other organization or organizations, and agreements between members 
subject to approval of the Agency, shall be registered with the Agency. Such agreements shall 
be registered by the Agency with the United Nations if registration is required under Article 
102 of the Charter of the United Nations. 
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B この憲章又はこの憲章に従って自国が締結したいずれかの協定の規定に継続して違反し
た加盟国については、理事会の勧告に基づき、出席しかつ投票する加盟国の3分の2の多数
決をもつて行動する総会が、その加盟国としての特権及び権利の行使を停止することができ
る。 

 
第20条  定義  

この憲章において、 
1 「特殊核分裂性物質」とは、プルトニウム239、ウラン233、同位元素ウラン235又は233の濃
縮ウラン、前記のものの1又は2以上を含有している物質及び理事会が随時決定する他の核
分裂性物質をいう。ただし、「特殊核分裂性物質」には、原料物質を含まない。 

2 「同位元素ウラン235又は233の濃縮ウラン」とは、同位元素ウラン235若しくは233又はその
双方を、同位元素ウラン238に対するそれらの2同位元素の合計の含有率が、天然ウランに
おける同位元素ウラン238に対する同位元素ウラン235の率より大きくなる量だけ含有してい
るウランをいう。 

3 「原料物質」とは、次のものをいう。 
ウランの同位元素の天然の混合率からなるウラン 
同位元素ウラン235の劣化ウラン 
トリウム 
金属、合金、化合物又は高含有物の形状において前掲のいずれかの物質を含有する物質  
他の物質で理事会が随時決定する含有率において前掲の物質の1又は2以上を含有するも
の 
理事会が随時決定するその他の物質  

 
第21条  署名、受諾及び効力発生  
A この憲章は、1956年10月26日に、国際連合又はそのいずれかの専門機関のすべての加盟
国による署名のため開放され、かつ、それらの国による署名のため90日間開放しておかれ
る。 

B 署名国は、批准書を寄託することにより、この憲章の当事国となるものとする。 
C 署名国の批准書及びこの憲章の第4条Bの規定に基づき加盟国としての地位を承認された
国の受諾書は、ここに寄託国政府として指定されるアメリカ合衆国政府に寄託するものとす
る。 

D この憲章の批准又は受諾は、各国がその憲法上の手続に従って行うものとする。 
E この憲章は、附属書を除くほか、18国（この18国のうちには、カナダ、フランス、ソビエト社会
主義共和国連邦、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国及びアメリカ合衆国のう
ち、少なくとも3国を含まなければならない。）がBの規定に従って批准書を寄託した時に効力
を生ずる。その後に寄託される批准書及び受諾書は、それが受領された日に効力を生ずる。 

F 寄託国政府は、この憲章のすべての署名国に対し、各批准書寄託の日及びこの憲章の効
力発生の日をすみやかに通報するものとする。寄託国政府は、すべての署名国及び加盟国
に対し、いずれかの国がその後この憲章の当事国となる日をすみやかに通報するものとす
る。 

G この憲章の附属書は、この憲章が署名のため開放された最初の日に効力を生ずる。 
第22条  国際連合への登録  
A この憲章は、寄託国政府により、国際連合憲章第102条の規定に従って登録される。 
B 機関と加盟国との間の協定、機関と他の機関との間の協定及び機関の承認を条件とする
加盟国間の協定は、機関に登録されるものとする。それらの協定は、国際連合憲章第102条
の規定に基づき登録を必要とするときは、機関により、国際連合に登録されるものとする。 
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ARTICLE XXIII: Authentic texts and certified copies 
This Statute, done in the Chinese, English, French, Russian and Spanish languages, each being 
equally authentic, shall be deposited in the archives of the depositary Government. Duly 
certified copies of this Statute shall be transmitted by the depositary Government to the 
Governments of the other signatory States and to the Governments of States admitted to 
membership under paragraph B of article IV. 
In witness whereof the undersigned, duly authorized, have signed this Statute. 
DONE at the Headquarters of the United Nations, this twenty- sixth day of October, one 
thousand nine hundred and fifty-six. 
 
 
 
 
第23条  正文及び認証謄本  
ひとしく正文である中国語、英語、フランス語、ロシア語及びスペイン語により作成されたこの
憲章は、寄託国政府の記録に寄託するものとする。この憲章の正当に認証された謄本は、寄
託国政府により、他の署名国政府及び第4条Bの規定に基づき加盟国としての地位を承認さ
れる国の政府に送付されるものとする。 
以上の証拠として、下名は、正当に委任を受け、この憲章に署名した。 
1956年10月26日に国際連合本部で作成した。 
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