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はじめに
何が問題か？
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放射性廃棄物の輸出規制

「使用済燃料管理及び放射性廃棄物管理の安全

に関する条約」で以下の場合を除き禁止

輸出国が当該廃棄物を環境上適切かつ効率的な方法で

処分するための技術上の能力、施設、処分能力、適当な

処分場所を持たない場合

当該廃棄物が輸入国において再生利用産業、回収産業

のための原材料として必要とされている場合

締約国全体で決定される基準に基づく場合

ただし、「本条約の難しい点は、何が廃棄物で、何がリサ

イクル（資源回収、回収利用、再生利用など）可能なのか

の区別である。リサイクルの名を借りて最終処分を目的

とする輸出が行われてはならない。」（杤山修『放射性廃

棄物処分の原則と基礎』）との指摘もある。

「外国為替及び外国貿易法」は以下の物質の輸

出を原則禁止

（一）核原料物質又は核燃料物質によつて汚染された物

（二）使用済燃料から分離された物及びこれによつて汚

染された物

（三）放射線を放出する同位元素及びその化合物並びに

これらの含有物（機器に装備されているこれらのものを

含む。）並びにこれらによつて汚染された物（（一）及び

（二）に掲げるものを除く。）
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2つの放射性廃棄物輸出計画

廃炉原発等

人形峠（岡山県）
東濃（岐阜県）

ホワイトメサ精錬所
クライブ処分場
（ユタ州）

● 日本原子力研究開発機構

(JAEA)が東濃地科学センター・

人形峠環境技術センターのウラン

など計1２３トンを、米ユタ州ホワ

イトメサ製錬所（Energy Fuels 

Inc.）に輸送する計画

● 各原発の廃炉で出る大型機器（輸

送容器、蒸気発生器、熱交換器、

ローターブレード等）を海外処理

する計画（6次エネルギー基本計

画）。受け入れ先は米Energy 

Solutionsまたはスウェーデン

のCyclife Sweden。

ベアクリーク施設
（テネシー州）

CyclifeSweden
（スウェーデン）
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● （質問） 保管中のウラン鉱石等の措置状況は

どうなっているのか。

● （回答） ウラン鉱石等の措置については、4 

年計画で進めており、令和 3 年度にはウラ

ン 鉱石等を海外の製錬所に輸送し、令和 4 

年度に鉱石等を製錬し、措置を完了する 予

定である。

https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/12012756/www.jaea.go.jp/04/tono/shisetsu/kouzan/kouzangijyutu_r020207.pdf
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２０２２年２月１０日付JEAE資料



8JAEAのウラン鉱等の海外輸出計画

日本原子力研究開発機構（JAEA）の東濃鉱山、人形峠環境技術センターにある以下の物質

● 国内外のウラン鉱:78.5トン

● 樹脂や活性炭などで吸着させたウラン（equivalent feed material）：45.1トン

輸出量 ウラン量 残渣

1２３.６トン 0.３４７８トン 1２３.２５トン（99.７２％）

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 核燃料・バックエンド研究開発部門 東濃地科学センター 保安・施設管理課
「ウラン鉱石等の海外製錬に伴う支援及び輸送業務仕様書（案）9/24ver」
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ウラン鉱滓に含まれる放射能量

The specific radioactivity of uranium mill 

tailings is low. About 15% of the total 

radioactivity which was originally contained 

in the ore is retained in the yellowcake 

produced by the mill. Once the shorter-

lived radioactive nuclides have decayed, 

some 70% of the radioactivity originally 

present in the ore is left in the tailings. 

Because thorium and radium have long 

halflives, and also because of the presence 

in the tailings of residual uranium which 

also has a very long half-life (hundreds of 

millions of years), the tailings will remain 

radioactive for practically an indefinite 

period. 

ウラン製錬所の鉱滓の比放射能は低い。鉱石に

含まれていた全放射能の約15％が、製錬所で作

られるイエローケーキに保持されています。短寿

命の放射性核種が崩壊すると、鉱石中に元々含

まれていた放射能の約70%が鉱滓に残される。

トリウムやラジウムは半減期が長く、さらに鉱滓

には半減期が非常に長い（数億年）残留ウランが

含まれているため、鉱滓は実質的に無期限で放

射能を維持することになる。

https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/magazines/bulletin/bull23-2/23204683335.pdf
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現在の管理状況

● 人形峠環境技術センター

海外産ウラン鉱石：ドラム缶数：112本
約20t品位：0.18～3.00％U

イオン交換樹脂ドラム缶数：192本
約27t品位：0.17～0.54％U

活性炭：ドラム缶数：82本
約12t品位：0.84％U

● 東濃鉱山

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。

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。

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。
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2005年に行われたウラン残土の米国への輸出

● ２００４年10月、人形峠にあるウラン残土約

3,000㎥の撤去を命じた鳥取地裁判決が最

高裁で確定。 ウラン残土約3,000㎥のうち

290㎥の撤去期限を2005年3月、残りは

2006年5月末。

● JAEAは、２００５年、290㎥（約５００トン）の

ウラン残土を資源と称して米国ホワイトメサ精

錬所に輸送（今回の輸送計画と同じ施設）。

● 輸出されたウラン残土の平均ウラン含有量は

0.03%U。含有ウラン量は150kg。精錬後の

放射性物質を含む鉱滓は、精錬所の鉱滓ダム

などに貯留。

● 回収されるウランの価値は200万円以内

（50$/ポンドとして）。JAEAの支出額は6億

6000万円。

なぜウラン残土が米国に輸出できたか？

● ウラン鉱石の採掘に伴って発生する捨石は、

原子炉等規制法の対象施設から発生したも

のではないため、ウラン廃棄物には該当しま

せん。一方、鉱山保安法（昭和２４年５月１６

日法律第２４号）に基づいて安全確保が行わ

れます。したがって、鳥取県方面地区のウラ

ン残土を方面堆積場に堆積し、管理する場

合については、鉱山保安法により必要な措

置が義務付けられています。

http://www.aec.go.jp/jicst/NC/qa/iken/iken-q87_2.htm
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廃炉から出る放射性廃棄物の海外処理

第六次エネルギー基本計画

● 安全かつ円滑に廃止措置を進めていく上で

は、廃棄物の処理の最適化も必要である。海

外事業者の豊富な実績や技術を国内作業に

活かすことが重要であり、国内において適切

かつ合理的な方法による処理が困難な大型

機器については、関連する国際条約や再利

用に係る海外の実例等を踏まえ、相手国の

同意を前提に有用資源として安全に再利用

される等の一定の基準を満たす場合に限り

例外的に輸出することが可能となるよう、必

要な輸出規制の見直しを進める。（p.68）

廃炉で発生する大型機器の例
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https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/genshiryoku/pdf/022_08_00.pdf



懸念
リサイクル・資源有効利用

を名目に抜け穴が大きくな

りつつあるのではないか？
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2005年にどこに送られたか／これからどこに送られるか？

● ユタ州 南東部のユート・マウンテン・ユート族のホワイトメサ居留地に隣接するホワイトメサ製錬所

（Energy Fuels Inc.）

● 製錬所周辺の地下水は同工場からの化学物質などで汚染されている。
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今回の旅程



17訪問・視察先一覧

● ユタ州 Department of Environmental Quality

● Clive Disposal Site Energy Solutions社所有

● Moab 

➢ UMTRA（Uranium Mill Tailings Remedial Action）、

Moab, Crescent Junction

➢ Energy Queen 鉱山 Energy Fuels社所有

➢ La Sal 鉱山 Energy Fuels社所有

● White Mesa, Bears Ears

➢ White Mesa 製錬所 Energy Fuels社所有

➢ Easy Peasy鉱山

● Mexican Hat, Monument Valley

➢ Mexican Hat Disposal Cell

➢ Monument Valley (ウラン試掘跡が複数点在)

ワイオミング州

アリゾナ州

ネバダ州

コ
ロ
ラ
ド
州

ニュー
メキシコ州

テラパワー高速炉
建設予定地

ニュースケール小型炉
建設予定地
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ウラン開発 鉱山 La Sal Mine

牧場とウラン鉱滓の山が同居
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ウラン開発 鉱山 ① La Sal Mine

2.62μSv/h 2.171μSv/h
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空間線量の写真を撮り忘れたが、

2～3μSv/hだったと記憶

ウラン開発 鉱山 ② Easy Peasy(とっても簡単) Mine
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ウラン製錬所跡地 ① Mexican Hat

● 19５０～60年代に稼働していたウ

ラン製錬所の残渣、汚染された残渣

を使って建設された学校などの建造

物のがれきなどが埋設されている。

0.15μSv/h
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● 観光地Moabのウラン製錬所跡地で、現在除染作業中。

● イラストにある通り、除染後、土壌は鉄道でCrescent 

Junction（北に40km）に輸送して最終処分される

● すぐそばにはコロラド川が流れ、キャンプサイトも複数

点在。ロッククライミング用の岩場などもある場所。

ウラン製錬所跡地 ② Moab UMTRA

0.43μSv/h 3.145μSv/h
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White Mesa製錬所

● 1980年操業開始。米国唯一のウラン製錬所（ウラン鉱石からウラン精鉱（イエローケーキを製造））

● 近年はバナジウムやレアメタルの回収なども。
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クライブ処分場

● 米国に4か所ある低レベル放射性廃棄物処分場の一つ。クラスAのみ
➢ リッチランド低レベル放射性廃棄物処分場（クラスA、B、C）
➢ バーンウエル低レベル放射性廃棄物処分場（クラスA、B、C）
➢ WCSテキサス低レベル放射性廃棄物処分場（クラスA、B、C）

Class A（Co-60:7.1×10^12、Sr-90:4.0×10^8、Cs-137:1.0×10^10）⇒L3 相当
Class B（Sr-90:1.5×10^12、Cs-137:4.4×10^11）⇒L2 相当
Class C（C-14:8.1×10^10、Tc-99:3.0×10^10）
GTCC（Class C 以上の放射能）⇒L1 相当



25廃炉廃棄物リサイクル

● 処理で出てくる放射性廃棄物は米国の場合、資源として輸入し

た場合は米国内処分、放射性廃棄物として輸入した場合は運び

出し国へ返却。スウェーデンの場合、運び出し国に返却

● 米国Energy Solutions社は2010年、イタリアから20,000

トンの低レベル放射性廃棄物を輸入する計画を立てた。うち3分

の１は金属で、これを放射線遮蔽ブロックに再利用し、日本の顧

客に輸出する予定だった。再利用できない部分はクライブ処分

場に処分する予定だったが、ユタ州などの強硬な反対にあった

結果、計画は白紙になった。*

米EnergySolutionsのBear Creek施設（テネシー州）
での処理の例

https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/46/062/46062880.pdf

* https://world-nuclear-news.org/Articles/Energy-Solutions-rethinks-on-waste-imports

https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/46/062/46062880.pdf
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感想
● 米国はひろい。

● いたるところにウラン産業の痕跡が

● 管理は適当。でも、距離は取れる。

業界がよく言う、「米国の規制は合理的」の意味するところ


