
原子力資料情報室連続ウェブ講座
２０２１ 第1回

7月7日(水) 18時～19時

どうする核のゴミ
日本のゴミを海外輸出？！

玉山ともよ

noritama_noen@yahoo.co.jp

（*資料や講演についてのお問い合わせは上記までお願いします）



はじめに --問題の端緒 ２０２０年～

• ポッドキャスト

Nuclear Hotseat  http://nuclearhotseat.com/

• グランドキャニオン・トラスト元記事

https://www.grandcanyontrust.org/blog/bear
s-ears-radioactive-waste-japan

日本から

「ホワイトメサ」ウラン精錬所

への低線量放射性物質の輸出計画

日本原子力研究開発機構(JAEA)の

東濃地科学センター

人形峠環境技術センター

保管のウラン鉱等

http://nuclearhotseat.com/
https://www.grandcanyontrust.org/blog/bears-ears-radioactive-waste-japan




日本のフロントエンド ウラン廃棄物問題

１９６９年
原子燃料公社
が東濃地域で
ウラン探鉱を
開始

２００４年
休止鉱山認可

２０１０年
閉山措置に着手
（組織名の変更、
不要物の撤去等）

２０１６年
主要な地上施設等
の解体撤去が完了

出典： https://www.jaea.go.jp/04/tono/shisetsu/kouzan/kouzan.html

https://www.jaea.go.jp/04/tono/shisetsu/kouzan/kouzan.html


閉山措置の進め方

*基本的考え方

• 閉山措置にあたっては、鉱山保安法および関連法規の定めに従って、
危害および鉱害の発生を防止しつつ、可能な限り管理を要さない状
況に措置することを基本とし、以下のとおり実施する計画です。

• 坑内施設

• 坑道や立坑は捨石を用いて閉そくします。

• また東濃鉱山産鉱石は採掘した坑道に埋め戻します。

• 坑外施設

• 設備等は撤去し、捨石集積場および鉱業廃棄物埋立場の跡地等は覆土・植
栽を施します。

• 鉱石等

• 東濃鉱山産以外の鉱石等は、東濃地科学センターや機構の保有する核原料
物質と合わせて、海外製錬等の有効利用等の措置を図ります。

出典：https://www.jaea.go.jp/04/tono/shisetsu/kouzan/kouzan31.html

https://www.jaea.go.jp/04/tono/shisetsu/kouzan/kouzan31.html
https://www.jaea.go.jp/04/tono/


東濃鉱山産以外の鉱石等の取扱い
1.国内外産鉱石 ドラム缶 31本

•＊ウラン探鉱技術開発のテストホール（測定器校正）用として搬入。
2.処理固化物 ドラム缶 11本

•＊ウラン採鉱技術開発として東濃鉱山産鉱石からのウラン抽出液を砂に固着。
3.イオン交換樹脂 ドラム缶 18本

•＊坑道内にて地下水中のウランを吸着。

坑道充填に伴い、平成27年1月に第2立坑内の第１計測坑道から坑外の倉庫内管理区域に移
動しました。坑外の鉱石保管庫で管理している東濃鉱山産以外の鉱石(ドラム缶2本)と合わせ
て、有効利用等の措置方策の調査・検討を継続しています。



出典：https://www.jaea.go.jp/04/zningyo/kou22-05.pdf

https://www.jaea.go.jp/04/zningyo/kou22-05.pdf


過去形❓





ウラン廃棄物のクリアランス及び埋設の規制に関する検討の
進め方について 令和２年５月２８日 原子力規制庁

https://www.nsr.go.jp/data/0003124
88.pdf

資源？
やっぱり明ら
かにゴミなの
ではないか？

国内の処分方
法は決まって
いない

https://www.nsr.go.jp/data/000312488.pdf


立地に向け何も決まっていない

https://www.jaea.go.jp/04/maisetsu/reference/download/20190807kyougikai18_
shiryou18-2.pdf

https://www.jaea.go.jp/04/maisetsu/reference/download/20190807kyougikai18_shiryou18-2.pdf


人形峠ウラン残土問題

３ ウソにウソを重ねた動燃＝核燃＝原子⼒機構
まったくの無責任体質の動燃＝核燃＝原子⼒機構（⽇本原子⼒研究開発
機構）は、２００４年１０⽉に最⾼裁から３０００立方メートル撤去命
令が出た方⾯地区のウラン残土の⾃⼰処理もできず、その⼀部２９０立
方メートルをアメリカの先住⺠の土地にある製錬所に〝鉱害輸出〟する
有様であった。これは放射性廃棄物処理の⾃⼰責任を放棄し、他国に尻
拭いを頼む込む破廉恥な⾏為以外の何物でもない。 アメリカのウラン
鉱山の⼤半はインディアンと呼ばれてきた先住⺠の土地や聖地にある。
そのアメリカの先住⺠であるホピ族やナヴァホ族は１９９１年１⽉、「
国際ウランフォーラム・倉吉」に参加し、わたしたちの案内で方⾯地区
のウラン残土堆積場を視察して、「われわれの所も放ったらかされた状
況は同じだ」と話していた。 ウラン残土の撤去を要求して立ち上がっ
た約２０世帯の方⾯地区の住⺠に対して、動燃だけでなく国・県・町は、四位⼀体で⼤弾圧を加えてきたが、そのやり⼝はあたかもアメリ
カに⼊植した⽩⼈が、先住⺠をだまし懐柔し買収し弾圧したやり方とそっくりであった。 それは⻄欧はじめ先進諸国が植⺠地⽀配のため
に、現地住⺠をだまし懐柔し買収し弾圧したやり方に共通するとともに、今⽇の⽇本の原発現地で電⼒会社が国・県・市町村と四位⼀体で
⾏なってきた住⺠⼯作・分断・懐柔・住⺠弾圧にも通じるものである。 動燃は１９９５年１２⽉の⾼速増殖炉原型炉「もんじゅ」のナト
リウム漏れ事故のあと、「ウソつき動燃」「動燃はどうなってんねん」と世間からごうごうの⾮難を受け、ついに「核燃」（核燃料サイク
ル開発機構）へと名称の変更を余儀なくされたが、方⾯地区のウラン残土撤去問題でもウソにウソを重ね、ウラン残土撤去協定書の先送り
と⾻抜きを図った。 ウラン残土問題での動燃のウソの始まりは、１９８９年３⽉に動燃が方⾯⾃治会の事実上の代理交渉を進めていた対
策会議に「全量撤去」を約束しながら、１週間でこれを翻したことに始まる。この「全量撤去」の約束は県議会の⼀室で、しかもマスコミ
取材陣の立ち合いのもとで⾏なわれたもので、１週間後に約束を反古にしたため、「動燃は、ウソ⼋百の会社で、信用ならん」となったの
である。 １９９０年８⽉に動燃がウラン残土撤去協定書を方⾯⾃治会と締結しながら、岡山県の反対にかこつけてこれを棚上げし、ズル
ズルと引き延ばし先送りしてきたことは、さきに述べた通りである。 のみならず、動燃のあとを継いだ核燃も無責任体質が変わらず、⾃
治会訴訟の⼀審で負けて⾼裁で審理中に、３０００立法メートルの撤去という⿃取地裁の判決の⾻抜きを図って、２９０立法メートル撤去
の和解案で⼀審判決をなし崩そうとしたことも、この国策法⼈の無責任体質を物語って余りある。 そればかりではない。広島⾼裁松江⽀
部でも負けた核燃が最⾼裁に上告したが、２００４年１０⽉に最⾼裁が上告を棄却し３０００立法メートルの撤去が確定したあとも、ジタ
バタと醜いアヒルの⽔かきは続いた。すなわち、核燃は方⾯堆積場からわずか３００ｍしか離れていない⿇畑堆積場に、右から左への〝たら
い回し〟というか〝横流し〟でもって、ウラン残土の撤去命令を誤魔化してかわそうとしたのである。 さすがに、この⾒え透いたトリッ
クの誤魔化しも効かず、方⾯地区から撤去せざるを得なくなるや、こんどは３０００立方メートルのうち貯鉱場跡の２９０立方メートルを
６億６０００万円もの国⺠の税⾦を使って、アメリカのユタ州の先住⺠の土地にある製錬所に〝鉱害輸出〟したのである。 動燃＝核燃＝
原子⼒機構のウソにはまだ続きがある。原子⼒機構は２００６年５⽉、⽂部科学省・⿃取県・三朝町との４者合意で、三朝町にある⿃取県有
地でレンガ加⼯することになったが、そのさい加⼯レンガは原子⼒機構の各事業所の敷地内の舗道や花壇などで使うと記者発表しておきな
がら、核のゴミの〝スソ切り〟と〝バラまき〟で加⼯レンガを⼀般販売にも供したのだから、何をかいわんやだ。

資料提供：小出裕章さん

『週刊朝⽇』２０１３年３⽉１５⽇号より



資料提供：石尾禎佑さん（核に反対する津山市⺠会議）



515号（2021年2月）

1956年から東郷鉱山等では、国際基準の⼀万倍というラドンガスの中で、過酷な鉱山労働が⾏われ、採

掘されたウラン鉱石は鉄道で東海製錬所に運ばれました。1961年四⽉二⼋⽇、当時の原子燃料公社は、⾦

属ウラン200㎏の製錬に成功しました。この度、その東海製錬所の廃止措置に係る施設、残材などが東海事

業所内に埋設・投棄されている報告書がみつかりました。この報告書は閉山と五万⼀千本の低レベル放射

性廃棄物を、浅地中処分する⼈形峠センターにとって「他山の石」ではありません。あわせてこの度、発

覚した余裕深度相当処分のイオン交換樹脂、活性炭と海外ウラン鉱石125ｔ（東濃含む）を米国ホワイトメ

サ製錬所に処理･投棄する計画は、ＪＡＥＡが⾃らの責任を放棄する暴挙です。これは、⾃分で始末のでき

ない核のゴミを、アメリカ先住⺠の地に押し付けるもので、絶対にやってはいけないことです。この問題

では12⽉14⽇、私たちは現地調査を⾏いました。そして従来、地下数十メートルに埋設する中深度（余裕

深度）対象と説明してきたイオン交換樹脂等について「資源」だとして、アメリカ先住⺠をだましている

ことも明らかになりました。私たちは今後、ＪＡＥＡが、2018年12⽉に公表した廃止措置ロードマップで、

もんじゅ、ふげん、旧東海事業所内にある旧再処理⼯場などの余裕深度処分対象廃物のドラム缶約二･六万

本を「資源」とだまして、処分場代わりに、アメリカ先住⺠の地に投棄するのは必至とみています。人形

峠センターは吉井川１３３㎞の源流にあり、７０万人の住民が生活し、農業、酒造、ビ-ル、食品産業の素

生産額は鳥取県側を含め、年間約一兆円と言われます。以上、簡単に報告しましたが、ＪＡＥＡは、余裕

深度廃物を、アメリカ先住⺠居留地近くに、投棄する計画を直ちに中止すべきです。

• 施設の老朽化

• このまま放置すれば放射性物質を含む

有害物質が環境に漏れることは必至!

• だからといって海外へ安易に持って

行って良いのか？



『原子力資料情報室通信』第559号（2021/1/1）
「汚染の上塗り「公害輸出」、JAEAによる放射性物質の海外輸送問題について」

https://cnic.jp/38165

https://cnic.jp/38165




ナショナル・モニュメントの
面積縮小→なぜか？

近隣のウラン鉱山開発、フラッキングによるシェールガス田、油田開発計画の
拡大をめざして、エナジー・フューエルズ社等による開発企業のトランプ政権
へのロビーの結果



https://www.grandcanyontrust.org/act/restor
e-bears-ears-and-grand-staircase-escalante-
national-monuments

トランプに85％カットされ
た面積をもとの1900万エー
カーへ戻すべく5先住民族が

共闘

(Hopi, Navajo, Ute, Ute 
Mountain Ute, and 

Zuni)

https://www.grandcanyontrust.org/act/restore-bears-ears-and-grand-staircase-escalante-national-monuments


開発や放射性廃棄物の捨て場になる
ことからの先住民聖地の保護

環境正義、環境レイシズム

内務省長官
デブ・
ハーランド
（ラグナ・
プエブロ
先住民）が
どれだけリー
ダー・シップ
を発揮できる
か？



立憲民主党 宮川伸衆議院議員による
令和3年5月27日衆議院原子力問題調査特別委員会

での質問
• 堀内政府参考⼈

⽇本原子⼒研究開発機構、原子⼒機構において、その東濃地科学センター及び⼈形峠環境技術センターに保管され
ておりますウラン鉱石などは、過去に研究開発を目的として⼊手した海外のウラン鉱石のほか、過去の研究活動に
伴い発生したウランを吸着した樹脂などで、天然ウラン鉱石と同程度のウランを含んでいると聞いております。原
子⼒機構は、これらについて、海外の製錬施設に譲り渡し、ウラン燃料として有効利用することも含めた様々な対
応を検討しているところと承知しております。

• 三谷⼤臣政務官

⽇本原子⼒研究開発機構においては、東濃地科学センター及び⼈形峠環境技術センターに研究開発目的で集められ
たウラン鉱石等について、海外の製錬施設においてウラン燃料として有効利用できることから、海外の製錬事業者
に譲り渡すことも含めた検討を⾏っているというふうに承知をしております。

• 宮川委員

ウラン鉱物だとかウランとかというもの以外に、例えばイオン交換樹脂、こういうもので取ったようなものもある
んです。これは廃棄物なんじゃないんですか、政務官。

• 三谷⼤臣政務官

様々なものが含まれているというふうには承知をしておりますが、その中で、製錬技術というものが我が国の中に
あれば、それを生かして、しっかりとそれを燃料として有効利用していくということも可能ではございますけれど
も、そういった技術が現在⽇本にはございませんので、海外でそういったものを燃料として有効利用するために
持っていくということと承知をしております。

三谷⼤臣政務官

我々といたしましては、現時点でまだ決定をされているということではないということを前提としてお答えさせて
いただきますけれども、そういった海外の製錬事業者に譲り渡す場合におきましても、原子⼒機構におきまして、
御指摘のような周辺環境には悪影響を与えないようにということで対処することが重要であるという観点から、現
地の様々な法令に従うように監督をしてまいりたいと考えております



問題の本質

1. 「ホワイトメサ」ウラン製錬所は、もはやウラ
ンを製錬、販売していない

➡イエローケーキの製造を収益の主軸にしていない

年間800万
ポンドのウ
ラン製造能
⼒を持つと
いうライセ
ンスをNRC
から認可を
受けて持っ
ているだけ

https://www.energyfuels.com/white-mesa-mill



資源の有効利用やリサイクルは嘘！
ウラン混じりの放射性廃棄物受け入れビジネスに

よって会社は成り立っている

出典：
2021年5⽉13⽇
エナジーフューエルズ
社、会計資料より
https://www.energyfuels.c
om/sec-filings

現在の歳⼊は
Alternate feed 
materials processing 
and other
代替フィード物質
の処理、他 のみ

https://www.energyfuels.com/sec-filings


https://www.sojitz-mac.com/division/energy_power/

https://www.sojitz-mac.com/division/energy_power/


出典
https://www.sojitz.c
om/jp/csr/priority/h
umanrights.php

⾃らの会社の定めた
サスティナビリティに
反する業務受注のあり
方になっているのでは
ないか？




