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世界の.ウラン資源と原子力発電

ばじめに･

すでにご承知のように昨年の11月に日本で初の商業

原子力発電所が同本原子力発電㈱の手によって営業運

転に入ったのを初め第2第3･…の原子力発電所の

建設が開始され計画されております.もちろんこれま

では茨城県東海柳こある日本原子力研究所にはすでに実

験用の原子炉カミ4基もありそのほか小規模の実験炉カミ

大学の一部に設置されています.これらの実験用の原

子炉の燃料は非常に少恋く大して問題にするものでは

ありませんカミ商業用の原子力発電でほその燃料になる

ウラン燃料が年々消費され次次に追加して行かなけれ

ぱなりません.このように日本での原子力発電が次

々に行なわれるようになると燃料となるウランの手当

を長期的にしなければなりません.

いま発表されている計画からみても昭和50年には全

国で約450万kWの原子力発電所が稼働し昭和60年には

約3,500～4,000万kWと比躍的にふえる見透しでその
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ときの全発電設備の了を超えるものといわれています｡

これは日本のみのことですがまた世界の先進諸国でも

相当大規模な原子力発電計画をもっておりその燃料と

たるウラン資源の確保カミ今や各国の重要な問題と狂って

います.

日本で住地質調査所と原子燃料公社との国内探鉱の

結果岡山･烏取県境を中心として岐阜県東濃地方そ

他で約3,O00トン近いウラン(U308)を獲得しておりま

すが今予想される将来の原子力発電のウラン所要量は

昭和60年には天然ウランU308累積所要量約10万ショｰ

トトン(低濃縮16,500トン)と桂ゆ今後の探鉱成果が

あがってもとても居り放い現状です.そこで昨年来

活発化して来たウラン原料確保の問題について電力会

社関係国内大手金属鉱山会社原子燃料公社だと赫ウ

ラン資源国への燃料調査団を派遣してウラン原料問題

と取り組んでいます.

このような動きは日本としてはむしろ遅きに失した

感があり諸外国では将来のための原料確保について相

当早くから取り組んでおります.したがって現状では

過剰であるウラン原料も原子力発電の活発化に伴いま

たたく間に売切れるのでないか一全くの売手市場にな

るのでないかという意見もでている位です.

まえがきが長くたりましたカミ今この誌上をかりて

肥田昇｡林昇口部

世界のウラン資源の現状と原子力発電についてその概要

を述べておきませう.

ウラン生虐の現況と埋蔵監

生慶概況

ウラン鉱の開発渕959年をピｰクとして次第に下降

しとくに最近のウランの最大の購入者のアメリカカ童

買付契約の“Stretch㎝t"を1962年11月に発表したカミ

これは1966年に終る長期買付契約を1967年68年に引延

しさらに69年と70年に前の2年聞に延ばされたと同

量のものを買付けようというものであった.これによ

る1967～70年のAECとの契約量は約32,500トン(第5

表参照)であるカミ果たせるか放原子力発電の経済的

見透しカ湖らかに恋りウラン原料確保カ澗題化して再

び第2次のウランブｰムを迎えるようになった.

一方となりのカナダでも各国のウラン原料調査団の入

国力茎相次ぎブｰム的現象を呈しているようである.

しかしウラン資源の探鉱活動開始後非常に地質的環

境に恵まれたことと政府および民間企業の活発な探鉱

の結果数年にして世界最大の資源国となった反面その

牽かな発展後の沈滞期に業界の整備再編か相次ぎ過去

の24社から現在の大手4社と妊り鉱山もわずか4山と在

っている.しかし最近ではすでにアメリカの鉱山お

よび石油系の資本の鉱区獲得7ランス国策会社の進出

英国｡ドイツとの長期契約狂どウラン鉱業の話題はま

すます明るく在っている.また世界第3の生産国であ

る南ア共和国はもともと金鉱の開発に伴ってウランが生

産されているのでウラン鉱業の沈滞の影響はそれほど

大きく低くまた生産量も著しく低下していない.

一方鉱山開発を進めて以来ほとんどそのぺ一スを薄

さずウラン鉱の開発を意欲的に進めているフランスはそ

の生産量はほとんどコンスタントな量を維持している

これはもちろんフランスのウラン鉱開発生産力掴営

として進められてレ､るからである.

オｰストラリアも1961年をピｰクとして次第に生産は

低下し英本国との契約終了後は1,000トン台から500ト

ン以下になっている.

第1表に1956～1964年までのウランの生産量を示した

がこれを見てもわかるように1959年のピｰクが
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43,450トンで64年にはその約万に近い25,600トンとだ�
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策1表世界ウラ

ン生産量(g/t)

(Mine醐18Yeaτbook.1960および1964より)

�国�別�1�1956�1957�1958�1959�1960�1961�1962�1963�1964

カ�ナ�グ�2,280�6,635�13,400�15,910�12,748�9,641�8,430�8,141�6,914�

ア�メリカ�6,0①O�8,640�12,560�16.390�17,760�17.399�17.010�14,218�11,847��

�アルゼンチン�20�20�25�25�7�5�4�11�12��

フ�インランド�`�i�一�20�40�20�一�■�一��

フ�ランス�一�465�865�1,OOO�1.379�2,078�2,601�2,021�1,910��

ス�ペイン�一�`�一�一�60�55�55�55�50��

�スウ｡一チン�6�10�10�10�10�10�10�10�9��

コ�ン�ゴ�1.300�1,300�2,300�蟹苦婁｡o�1,200�一�一�■�一�

南�ア�4.365�5,700�6,245�6.445�6,409�4,668�5,024�4,532�4,側5��

口�一デシア�■�25�50�櫛�一�一�一�i�i��

�マダガスカル�一�70�95�100�i�一�一�i�一��

�オｰストラリア�300�400�700�1,000�1,300�1,600�1,400�1.200�370��

合�計�14.470�23,470�36,450�43,450�41,130�36,490�34.600�30,200�25,600��

りさらに65年19,855(推定)となっている.これ

をグラフに示すと第1図のように放る.これらの生産

量の多くはアメリカ原子力委員会(USAEC)による買

付に支えられているほか英国の原子力発電向その他に

よるものである.いままでの買付は内訳が明らかで狂

いが今後の多くは原子力発電向になると予想される.

ウラン埋蔵盟

さていままで世界のウランの埋蔵量に関する発表がな

されているうち1964年の第3回ジュネｰブ会議にアメ

リカAECのものと1965年8月にヨｰロッパ原子力機

関(ENEA)が発表しているものを紹介すると

町S畑Cでは1964年1月1日現在の非共産圏の埋蔵

量は589,000ショｰトトンとして

カナダ207,000トン

アメリカ160,000トン

南アフリカ

147,000トン

その他75,000トン

となっているカ茎ア

メリカは27%カナ

ダ35%で北米大

陸で60%を超えて

おり南アフリカは

25%を占めている.

その他がわずか13%

を占めこれはフラ

ンスを中心とする酉

ヨｰロッパ南米

中央アフリカオｰ

ストラリア東南ア

ヰ虹ジァ柱とが含まれて

第1図棋界のウラン生産量と

主要生産国別図表
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また酬眺のものは｢世界のウランとトリウム資源｣

と題する報告書を世界の資源量について世界の生産国と

消費国のエキスパｰトからなる委員会で発表したもので

ある.これは別表の資源分布図(第2,図)にも示され

ているようにウランについては価格の範囲を推定し

てU308ポンド当りの値段は$5～10$10～15$15～30

の3つに分けて算定している.ここでは$5～10/1b

U308のものが'共産圏を除き642,O00シ蔓一トトン

$10～15/1bU308のものが684,000ショｰトトンとなっ

ている.また$15～30/1bU308については情報不十

分で合計していない.ENEAの世界のウラン資源の推

定を第2表および窮3図に示す沸ここでは安価法ウラ

ン(イエロｰケｰキとして$5～10/1bU308)は全量で

約64万トンでカナダカミ33%アメリカが30%南ア共

和国カミ22%ヨｰロッバが9%を占め残りポオｰストラ

リア南アメリカアジアアフリカ諸国カミ占め北米大

陸棚O%を越している.また同表でみられる同じ価格

のウランの可能資源量(Possib1eadditiona1resources)

としては約70万トンが見込まれているがこの大部分が

アメリカとカナダで占められている.このようにして

見ると北米大陸がウラン資源に占めるものはきわめて

大きいものがあり今後アフリカ講国やオｰストラリ

アの探鉱活動が著しく進んだとしてもこの占有の割合い

はそれほど大きい変化をもたらさないように考えられる.

最近のアメリカとカナダのウラン鉱床の開発は現在の

企業の拡大のほか新会社やそのほかの新しい動きが活

発とたっているがその状況を次に紹介しておこう.

米国･カナダにおけるウラン衡源

現在までに知られている自由世界におけるウラン資源

の埋蔵量のうち当面の稼行対象になるU308浦ンド当

り5～10米ドル(以下とくに断ら狂い場合は同じ)で仕�
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第2図世界のウラ

上げられるものの約85%は米国･カナダ･南アフリカ

に存在する･その他10～15ドル15～30ドル毎の埋蔵

量は第2図に示すとおりである.その中でもとくに

関心の深い米国およびカナダの鉱床の地質情況ならび

に開発の近況についてのべる.

*国のウラン鉱床

1966年1月現在米国原子力委員会(USEAC)推定

による各州別の埋蔵量･品位･含有量は第2表のとおり

である.この数字はポンド当り5～30ドルの確定･

可能鉱量の合計量である.燐鉱石から回収される量は

含まれていたい.これから明らかのように80%以上

はNewMexico州とWyo㎜ing州でしめられている.

ボンド当り5～10ドルの埋蔵量はおもに比較的大きい

鉱床によるものであって鉱床の数は全体の10%を占め

る120鉱床で全埋蔵量の約90%を占めている.また地

下比較的浅所にあるもので全埋蔵量の90%以上は地下

270m以浅にあり50%は120m以浅にある.またし

たカ∫って50%は露天掘りか可能であるとされている.

ここで一般に露天掘りの方が坑内掘りに比してその

採鉱コストカミ低いとされているがUSAECの調査によ

ると1目の操業規模2004001,000トンの時にト

ン当りの採鉱費はっぎのとおりである.

ン

とトリウムの資源

第2表地界のウラン資源量の推定単位1,㎜8/t

(ENEAR6port1965より)

1･当1価格範囲1･危私

べ1麟量1慕襲資

カナダ

アメリカ

南ア

コｰロツパ

フランス

スペイン

ポルトガル

ァンマｰク

スウェｰデン

その他
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�
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ガボン
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$15～30/
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1慕聾資

1･1

㈰�

μ00

㈵　

�
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注)

1)$15～20について推定2)リン酸塩の副産物24,㎝tを含

む3)普通の鉱床中のもの100,OOOtリン酸塩副産物50,000t

4)普通の鉱床のみ普通の鉱床中のもの10,㎜tリン酸塩

副産物70,000t5)普通鉱床140,㎝tフロリダのリン酸塩溶

脱帯よりの300･㎝t(リン酸塩採掘と無関係)7)グリｰンラ

ンド8)主として酉ドイツイタリアトルロユｰゴスラビ

ア9)およびスペイン10)酉后イツユｰゴスラビア�
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第3図自由世界のウラン資源量(単位U808千シ冒一トトンU.S.A.

E.C.資料1966)
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露天掘轟12,00需11.70

坑内堀狙4.45箔13.65

�〰ぴ�

轟11.50

組3.10

この数字には講種の経費を含み露天掘りの場合は

はく生費は約80mまで坑内掘りの場合は深度200m

鉱床の寿命は7年品位U3060.25%として計算してあ

る.

米国におけるウラン鉱床の型式としては

1)層状鉱廉(peneconcordant)

2)鉱脈鉱廉

3)ペグマタイト鉱床

4)合ウラン燐鉱床

5)海成黒色頁岩

に伴うものたどが知られているが層状鉱床以外は将

来の資源と見られている.そこでっぎに層状鉱床につ

いて特徴的な性質をのべる.

ウランの鉱化作用を受けた地層はデボン系から鮮新

統にまでおよんでいるが大鉱床と見られるものはっぎ

第3表米国のウラン埋蔵量

州別�粗鉱量(千トン)�･…%1･…トン�

��數楣漉㈹�〰�����〰

�潭楮有㈲�〰��㌉��〰

�汯牡摯��������　

�慨�������㌰　

���慫潴愉�〉�㈹��〰

�椢潮愉㈲〉�㌲��

その他�2,900�0.18�5,500

合言十�61,600�0.235�1蝸㎝

一〇〇回

一〇〇〇

�〰

第4表米国のウラン埋蔵量の母岩の地質時代別の分布

�地�質�時代�埋蔵量(%)

新�生�代�Te廿iむy�37.8

���J岨a59ic�51.5

中�生�代�Triassic�5.6

���������

���Pe1=mia皿�1.1

�����浩慮��

���Mi99i98iP曲皿�0.03

古�生�代�Devo皿ian�一

���Si1皿ian�■

����楣慮�

���Camdri伽�0.1

原�生�代�Prec…㎜止血n�219

○

の2,3の地層に集中している.す海わちジュラ系

のMorrison層始新統のWindRiver層および三畳

系のChin1e層である.この模様はわが国のキｰスラｰ

ガｰの層準に何枚もあることと関連して成因的に興味

深い地質的現象であろう.母岩の地質時代別の分布を

第4表に示す.またこれらの地理的分布は大部分がコ

ロラド山地とワイオミング盆地に集中している.その

模様を第4図に示す.

以上から明らかなように米国のウラン鉱床の稼行価値

のあるものはほとんど西部の諸州にありその埋蔵量は

全量の約95%に達している.

鉱床の母岩は大部分砂岩に属するカミ凝灰質物質同

岩片などを含む所が多い.色は赤褐色黄褐色灰色

などで部分的に炭質物片カミ少量存在する所もある.

このよう狂堆積物はカンブリア系から新しい地層まで

4,000～5,000m厚く堆積しており基盤の花闇岩は合ウ

ラン層の下2,000～3,000皿位である.この点はわが

.＼一､･､｣≡A胆AOA

､､一.一r一

｡㍗向い一
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第4図米国のおもなウラン飲応分柿図�
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Sehwa1tzwalder鉱山彦閃ウラン鉱コロラド州テンパｰの西方に

あリ鉱脈型のウラン鉱床としては世界的に代表的な高品位のウラン鉱

を産するので有名である最近鉱区買収が行なわれ再開準備中

黒色部はセンウラン鉱白色部は母岩である

国の新第三系中の堆積鉱床のように基盤の花嵐岩にきわ

めて近接した礫岩｡砂岩柾どの中にウランカミ胚胎して

いるものとはきわめて様子が異存っている.したが

ってウランの根源を花開岩類に求める考えは少ない.

そして直接の母岩である凝灰質物質から微量のウランの

溶脱に求める考えカミ多い.また地下の温泉･鉱泉のよ

うな比較的低温の含ウラン水によって運ばれたものま

たはその後の移動によったものと考えられている.

このよう在ウランの鉱化作用の時期はもちろん1回で

はなく何回かあり地球化学的にはウランのほかMo

･Se･V･Cu･Coなどが同時に供給されたものと見ら

れる.その中心的場所においては煙突状の鉱床カ三あり

上部は銅下部に向かってウランカミ増加している.こ

の例はアリゾナ州グランドキャニオン国立公園の真中に

あるオｰファン鉱山である.

ウラン鉱床は生成後何回かにわたって移動し化学的

に移動遠度の差があるので最先端にはMo(I1semanite

Jordisiteとして)の青黒いハロｰを示しつぎにSeの

燈色最後に黒いウランカミ巻パン状に見られる所がある.

坑内などにおいてはfrontと呼び鉱床の縁辺部などに

よく見られる.写真でその一例を示す.

位に清澄荏ものである.

ウラン鉱物としてはもちろんセンウラン鉱とコ

フィン石カミ重要である.この2つの鉱物は相伴って産

するようにいわれているが地域地域でどちらが主成分

鉱物であるかという事が成因的に細かく見る時は重要で

ある.

NewMexico州のGrants地区はコフィン石を主と

する地区である.コフィン石は比較的新しく(1955)

記載された鉱物である.有名なハンガリｰのJoachm･

stah1産のセンウラン鉱もX線で検するとコフィン石を

伴っている.

種々の美しい色を呈するウランの2次鉱物は酸化帯

には普通に見られるカミ開発が深部に進むにつれてそ

の量も少なくたりっっある.

鉱石の選鉱処理に当ってはその鉱石が石灰質である

かバナジンが多いとか色々柾鉱物組み合わせによって

その方法を変えなくてはならず選鉱処理の見地からは

ウラン鉱石を28位に分類している.

現在の開発の情況

USAECは1959年4月に1962年から1966年末までの国

内産ウラン鉱買上げに関して延長計画を発表した.ま

た1962年11月には再度ウラン精鉱の買上げの繰延べ計画

を発表した.その計画量はっぎのとおりである.

1;l1牢/･民…

ll;:/･㍉…

椛yo酌量囎洲11甑滅町遷塾ぬ地区のウランのアイソ

トｰプの研究からはその生成年代をたとえば25万年

と計算している例もある(J･NR◎sh⑪1重三ェg64)､

わが国では比較的珍しいVがかなり一随伴して来る

のもこの地方の特徴でその根源の一部は鉄鉱物に求め

る考えもある.われわれに比較的なじみの多いウラ

ン鉱の近くの｢煙水晶｣はコロラド地方のウラン鉱床に

は予想外に少なく大部分は自亀透明グ)ものである｡

これは一度着色したものカミ再び脱亀したがウラン沈積

カ批較的新しいためかもしれない由珍漢の下妻00獺位

の坑内紀おいて合ウラン属をぬって大盤の清水然流れて

いる所もある.この地下水はその凄まで飲料水1晩る

…の計画の目的は1966年までの買上げが終った後ウ

ラン鉱業カミすべて壊滅状態になるのを防ぐためである.

この計圃に参加するウラン鉱業会社とAECの買上げ

ウラン鉱山坑内にみられる代表的巻バン状構造

黒色部はMoのフロント*国ニュｰメキシロG閉nt3地区�



�

第5表U.S.A.F.C.の買上繰延ぺ計繭による契約量

第6表アメリカの鍛練所一党表

�AEC買付量

会社名�

����唸は

Ke耐McGeeNuc1鮒Fu61Corpo胞t三〇n�6,075

Homegtake･SapinP枇ne胴�4,325

Unio■C町b三deCo靱｡ration�4,600

UnitedNuole蛆�3,850

At1舶Co叩｡胴tion�3,500

A閉｡011daCo㎜pany�3,000

W鎚temNuole砒Inc.�2,150

U趾C㎝螢泣uction&Mi口ingCo.�2,100

Fedor刻.RadrockGasHi113Pa曲1e胴�1,500

Va口adilmCo叩｡rationofA血erioa�1,400

合計�32,500

■�

量は第5表に示すとおりである.また現在稼動中のウ

ラン鉱の選鉱処理設備能力を第6表に示す.

1.賄WM跳量6⑫州G胴曲S地方の鉱床

米国最大の鉱床地区である.この地方のウラン鉱の

発見の端緒はSeを含む植物を食べた家畜の病気から

であったといわれる.地表の探査のほか空中探査も

有効であった.母岩はジュラ系のMOrriS㎝層と三畳

系のChinle層の砂岩でウラン鉱床の厚さは10m位であ

る.

付近には有名な珪化木層がある.ウラン鉱物として

はコフィン石を主としMoを多く含んでいる.石灰岩

を母岩とする有名柾To舳0鉱床は1950年に発見された.

メキシコ色豊な町Albuquerqueまで航空機で行き

その酉100余たmのGrantsが探鉱の中心地でありAEC

の支所カミある.Grants地方のAmbf0siaLakeが主要

地区セある.

⑩童繍繊讐鵬獺三楓蹴｡繊,鑑滋暫童聾童鰍

蟻蔓紬鮒養鴛鋤滅轟窒鐙蔓｡亘責蛾蝋

丁鼓餐細鮒⑬棚慧｡繊｡

拙亘鯛伽鞭咀

む簸燃1納豆描i囎｡載吉

箆星祭asoNa1=io皿訟(妻熱暑C⑰｡

馳幽醐1出R邊d鮒｡泌一G鵡貝弧墨

箪碗欲醤

HOme晩ke･Sa{馳漁㈱

Keπ､McGeeCo叩.

MinegDeveloP㎜entI㏄

Pe缶⑰色｡m三関Co.

Sugqueha㎜a･West6mI口｡.

U口ionCarbideCo叩.

U惚hCon6脈uet1on&Mlmng

��

Vanadi㎜1CorP.o{Ame-ica

坥��������

合計

1目当りの

鉱石処理能

力(竃)

厳薮納加撚琶10口｡

c⑪呈繊由

醐鰯慨盟童鮒里郷.鮎.

滅㈱b,獺古城.

跳必概塾純.

丁泌竃C伽,A由一

⑬謹竈獅腕Area｡

漸榊.

G閉口ts,N.M.

G“mtg.N.M.

Ed酸mont,S.D.

�楲��慧楮���

Fa118Ci岬.Te澗s.

剩昱攬�汯�

U■aTan,Colo.

NatτonaCounty,

��

Fτe一血｡耐Cou耐y.

��

Sh三pr㏄k,N.M.

Jeff岬αty,Wyo.

㌳　

�住伀

��　

�　

㌰　

�　

㌮〰　

㌮㌰　

�　

㈰　

㈰　

�〰　

�〰　

�　

�　

�　

�　

�　

���

2.Wyoぷ幽州C8卵酬地方の鉱床

西部劇の舞台としてなじみの深いCheyen三e･La岨

mie･MedicineBowを経てCasperにいたる地域一帯

がウラン鉱床地帯をなしている.当地方のウランとし

ては第1次大戦中にLusk近くでラジウムを採掘したの

に始る.その後現在では米国1,2のウラン埋蔵地方

となっている.

おもな鉱床はGasHi11s地区と.Shir1eyBas三n地区で

ある.ガスヒルズ地区は1953年から開発されており始

新統のWindRiver層のアｰコｰズ砂岩が母岩である.

非酸化鉱は深さ50～120mにありセンウラン鉱を主と

する.バナジンCaは少ない鉱石で多くの露天掘

りがある.最近わが国からも探鉱に参加しているShir･

leyBasin地区はガスヒルズ地区の後に開発された.

ここの鉱石の一部はわが国の人形石を含むざらざらし

た感じ｡の鉱石によくにているのでその写真を参考にか

ワイオング州キャズバｰ市街

ワイオミング州ガスヒルズ(Ga8Hing)地区代表的ウラン鉱床の露天

掘り�
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｡玉､岬､竈(､)1

_㌧

第5図テキサスウラン鉱床模式断面図

かげる.

Casperは探鉱の中心根拠地でAECの支所がある.

5.C⑱1⑫胸伽･砒必州地方の鉱床

コロラド州西部のGrandJunctionの西南にわたる重

要地区である.コロラド高原地区として一括されてい

る.バナジンを多く含む地帯でバナジン鉱としては

すでに1881年から知られており1923年まではバナジ

ンとラジウムを目的に採掘された.ウランの母岩は

Morris㎝層とChinle層で両層中の合ウラン層の合言ト

の厚さは60mにおよぶ.おも狂鉱床地帯は東から

UravanMinera1Be1いBigIndian.Whi亡eCany㎝.

Mom㎜entVa11eyなどである.

専.丁眺幽州の鉱床

油囲地帯にある地質的にちょっと変ったウラン鉱床で

ありわカ酒には余り紹介されていない比較的新しい鉱

床であるので量的に余り大きくはないがその概要を

ワイオミング州Sh…rleyBasi皿地区のウラン砿右

記してご参考に供したいと思う.

1954年油田調査中に発見され空中探査で広く開発さ

れた.合ウラン層は岩塩ドｰムの上30m地表下100

mの所にありMio刊ioc㎝eの凝灰岩を主とする地層中

に2次鉱物および細かいスス状のセンウラン鉱からたる.

一般に母岩は石灰質で珪化木片を含みMoVを伴っ

ている.成因としては下位の凝灰岩層中のウランが溶'

脱ぎれて熱帯的気候のもとで｡alicheにおおわれて保

存堆積された.一部には珪化作用フッ石化作用も関

係ありといわれる.最初に発見されたPalangam地

区とその北女東150kmのKames地区の2カ所が知

られている.これらの鉱床の南由延長と見られるもの

はメキシコ国地内にも発見されてレ､る.第5図にその

模式断面図を示す.

カナダのウラン鉱床

カナダは米国とならんで世界有数のウラン･トリウム

資源国である第4表にその埋蔵量を示す.カナダに

灘奪:茱

嚢珪驚灘繊

各一

ワイオミング州ガスヒルズ地区ウラン鉱床の露天掘り

テキサス州Kame9地区ウラン鉱床露山地�
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策7表カナダにおけるウラン･トリウムの価格別埋蔵量(単位千トン)

5～1⑪ドル

測～至§

王§～20

唳�

確麓1

跳Q

ユ3⑪

至⑰o

可能

募9⑰

夏郷

郷⑰

ThO空

1確定

�

豆｡o

至OO

可能

工20

�　

㈰　

おけるおも赦ウラン鉱床の型式は

1)含ウラン礫着

2)鉱脈鐵廉

3)ペグ㌢タイト型

などである.このうち90%以上は礫岩型である.地

域的にはつぎの3地区カミあげられる.いずれもカナダ

楯状地の縁辺部に発見されている.第6図にその分布

を示す.

地区名埋蔵量(%)

��潴�步�

�慶敲�摧收

���晴�

っぎにおもな地区を簡単にのべる.

鉱床型式

礫岩型

鉱脈型

ペグマタイト型

1.醐ヨ亘眺L眺@地区(醐亙地醐∀酬地区)

オンタリす州のBlindRiver地方にある.ニッケル

鉱床として有名なSudbu工y鉱床の西方約150kmに当

りEspanolaを経てE1iiotLakeへの分岐点までバスで

2時間で達する.この分岐点の名前は地図にも余り出

ていない所でShepPardRidingと呼ばれておりそ

こからEuiotLakeまでは自動車で約20分約25kmであ

る.B1indRiverという町は分岐から西へさらに25km

カナダQuirke付近の代表的Humnimの礫岩

カナクエリオッドレｰク(ElliotLake)地区の代表的礫岩型ウラン鉱

石の研磨面石英の礫と黄銀鉱から匁ゆ黄鉄鉱の付近にウラント

リウムが含まれている

の所にある.E11iotLakeという少さ柱湖がありそ

の付近で1953年ウラン鉱床が発見されたのでちょうど

わが国の人形峠のように新しいウランの町カミできたわけ

である.最近は当地方を呼ぶのにE11iotLake地区が

多く使われるようになった.

鉱石は原生時代のHuronim系の礫岩でよく円磨

された1～5cmの石英礫とその間をうめている黄鉄鉱

ブランネライト･センウラン鉱･モナズ石･ウラントｰ

ル石･ジルコンなどからなる､この礫岩は南アフリカ

のWitwatersrandのものと極似している.ただカナ

ダのものはU,Th,とであるのに南アフリカのものはU

のほかに金が主体鉱物となっている.E11iotLabeの

鉱石の平均品位はU3080.1%Th020.05%である.'

代表的個所においては厚さ30mの中に3～4枚の合ウ

ラン層があり厚いものは2～5皿に達する.

成因に関してはまず河の砂鉄のようなものがあって

それが後に変成作用を受けて現在のようになったと見ら

カナダエリオッドレｰク地区北部の9uiτke:鉱I1I�
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れている.現在は比較的浅所の地下200～300m位の所

を採掘しているが今後はさらに深い所カ澗題になって

くると見られている.

2.跳岬e㌃コωge地区

Saskatchwan州の北西端に近く北緯60｡近くである.

Archea口の片麻岩中の鉱脈ないし鉱染状の鉱床で大き

い断層の近くに當鉱部がある.ウラン鉱物としてはピ

ッチブレンドで赤鉄鉱化が著しい.品位はU3080.2

%位である.

第8塞カナダ政府の備蓄喬1･繭

5.臨n鮒｡飾地区

Ontari0州の東部にあり先カンプリアンの片麻岩中

のペグマタイト鉱床である.センウラン鉱･ウラント

ｰル石･トｰル石･モナズ石･ジルコンなどからなり

品位U3080.1%Th020.02～0.2%である.

鐙近の開発政策

カナダ政府は1965年6月に1965年7月1目から向う

5力年にわたるStockpile政策を決定している.

その契約を見ると対象は現在生産中の4社で第8表の

ようになっている.買上価格はU.081ボンド当り

4.90カナダドル(4.55米ドル)である.

原子力発電とウランの需要

原子力発電がここへ来て非常に活発に狂ったことは

いうまでも溶くその経済性か著しく向上したことによる

ものであるがさらにこのほか紀原子力発電の安全性が

立証されていること鬼大きい.漢だ原子力発電所建設

にはその設置場所の決定までに相当の歳月を婁していた

事実も多い.

原子力発電によるウラン需要はその原子力炉の夢イ

会社名�契約量

DenisonMinesLtd.�1,505t/y5字間7,500

E1do閉doMining&Ref1ningLtd.�9004〃3,600

Rio刈gomMinesLtd�207-6005〃3,OOO

Sta口r㏄kUraniu㎜Mine昌Ltd.�3005〃1,500

プと燃料サイクルによって異なってくるがアメリカ

AECは1970年における原子力発電は火力の4%にすぎ

ないが1980年には約20%となり1981年以降2000年ま

でにおそらく64%を占めるだろうという相定をしている.

(第8図参照)

またユｰラトム(EURATOMヨｰロッパ原子力共

同体)での計画では2000年におけるユｰラトム諸国の

全発電設備の50%が原子力に占められるようである.

しかし原子力発電計画は不確定要素も多いため長期計

画の確立は困難である.したカミっていろいろの原子力

発電の統計が行なわれているが今ここでアメリカAEC

によるものと(第9表参照)BumsBros&Dent㎝Ltd.

のBuntain(Urnium:Thefuelsourceoftheatomic-

emprogressreI)ortNo,1Feb.1967)(第10表参照)

を次に紹介しておこう.

いま世界ではイギリス23アメリカ15ソ連9など

の動力炉が運転され建設中あるいは計画中のものが98

にもおよんでいる(1966年末現在の統計)喧また研究炉

のみを取上げるとアメリカの136イギリスの22フラ

ンスの24ソ連の19酉ドイツの!7イタジアの12日

本の1夏カナダの7など実に323のものがありその

ほかの炉についても運転中のもの6夏懲設中計画中のも

の17があり総ての原子炉の合計は全植界で鮒に達し

ている(科学技術庁原子力局原子力産業会議統計第11

カナダ泳ン疹リ抑閨皿リ泳籔ト汐一バヒ方破舷簑付滋

縞晶片堵シｰノい如一部

破.工.珊血破搬眺,諸テダ地殿鯛養所でウ受ン鉱床

紀ついて概究し現在は翻⑪Aigom鉱山会社�
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策9藷USAECによる原子カ発鑑量(1,000MW)とウラン需要

��〰����

L咀畦^､一臣IIし山一〇[

.＼.H1

､㌃､_一ノ!

一㍍二甲

働ウランのおもな産j串`｣/

第6図カナダのおもなウラン鉱床分祢図

表参照).

第910表などから見るといずれにしても

界のみの原子力発電計画予想は

��

��

��

ユ980

��

となっている.

5,000MWe以上

25,oo0MWe前後

100,000MWe近く

200,000MWe前後

450,000MWe前後

(澁MWe=1,000kW)

自由世

��������

�発電容量�6～7�21～37�60～90

アメリカ�ウラン年間�1.6～4.2�8.9～14�19～27

�所要量累計�9.4～14�37～64�110～170

その他の非�発電容量�14～15�35～50�80～110

�ウラン年間�6.2～9�14～19�24～32

共産圏諸国�所要量累計�28～33�80～110�180～240

�発電容量�20～22�56～87�140～200

計�ウラン年閥�7.8～13�23～33�43～59

�所要量累計�37～47�120～170�290～410

�■�■■■■��

これに対しウランの需要は前記D.H･L.

によると

��

��

��

年間所要量

4,700～12,500ミ■コｰトン

14,200～34,600〃

29,850〃68,500〃

����

累積祓要量

38,000ショ}トン

156,000〃

409,OOO〃

と柱っている.

これを見ても明らかなように1975年後半～80年頃には

�

ウランの需要は現在の埋蔵量の万以上の量が必要となっ

てくると推定される.

英国コｰルダｰホｰル猟乎力発電所商薬規模の原子力発電所として他界で初めてのもので1956年(昭和31年)10月から送電を始めた

場所はイングランドの北酉部カンバｰランドの海津にあり4つの原子炉をもって山カは20万kWである.燃料は天熔ウラン写真の

煙様のものは水無気である.(日本原子力産楽会議提供)�
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このまま行けば原子力発電の原料が意外に早く消費さ

れることになるが今各国がさらに新しい原子炉の開発團運転･1･(14)

に国力をあげて努力しているものがある.これはいうム建設中(13)

までもたくr増殖炉｣の開発である.これはいわば⑱計画中(32)

米国の原子力発電所

ウラン燃料の完全利用を目的としたもので核分裂をしの綱繊(靴KW)

ないウラン238(核分裂をするウラン235は天然ウラン迦賛中1･881･200

鰹設中7,359,2㎝

の中にわずかO.7%しか含まれず残りの99.3%はウラ計酔32,147,ooo

ン238である)は中性子を吸収するとプノレドニウムにか(1967年3月糊在)

わるそしてさらにこのプルトニウムがウラン235と同館7図.米国

様核分裂を起すようにする炉を開発す

ることができれば全ウランが完全に利

成したドンレイの実験増殖炉(出力6

万kW)の隣に25万kWを1970年目標蓬鍵蝋

に建設する方針を決めフランスばこ嚢

の･月全出力運転に入った･ラプソデ搬

イ｣(熱出力2万kW)に続き｢フ猟ζ

ックス｣の設計を進めておりソ違も

実験炉｢BN350｣rBR5｣の経験から

新型実験増雅炉｢BOR｣(熱田カ6

万kW)を建設中である｡巌た剛ぐ

イツは従来の研究を打切り五968隼着

工目標に30万kW原型炉を建設する占

またアメリカではすにで｢エシリロ

フェルミ｣炉(6.09万kW写真参照)

が1963年に完成しさら紀新たに熱

の商薬用原子力発電所

育来顛ヤン努艸原子カ発電蕨

皇菰涯水原子煩で.亘7､§秋Wの則力

夏鰍蹄紀完成し淀もの燃糊該濃縮一

秒茅ンで坪サチ狐一念ツツ州

纂⑪榊紀あリY塾泌㈱如｡mic

測篭漱i葛杜のもの円型のものが原

米国エンリコフェルミ増殖炉

出力6.09万kWのナトリウム冷却高

速増殖炉でミシガン州のLagoona

Beachに1963年完成D飾｡it

Edi80nE1㏄出｡杜所有左側の円

型部が原子炉右側は付属施設

(同本原子力産業会議提供)�
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策10表世界の原子力発電量(1965～1985)(単位GWe)

北米

ヨｰロヅバ

ア渋ア

アメリカ

カナダ

ベルギｰ

フランス

両ドイツ

イタリア

スペイン

スウェｰデン

スイス

爽鰯

翼本

イン㌍

1･…

�　

�

�

�

釜､壌

1･…

��

�

�

��

��

��

�

�

�

§､養

��

ユ｡婁

1蝸

��

㌮伀

��

��

�　

��

㈮伀

��

��

星3｡墓

��

隻.δ

1･…

��　

�　

㌱　

㈰�

㈲�

��

�　

㌮�

㈮�

鰯､簑

呈皇哺e

餐.♂

1･…

㈰�　

��

�　

㌷�

��

��

��

�　

4主｡

鵡､簑

婁O.◎

隻2.導

G椛餐(発カジ夢ト)艶呈｡o06鮎双竃剖筥⑪⑰⑪主導⑪⑪詮概蟻

〔D遭ふ跳磁鼠至独(跳糊§厳鰯鐙腕滅㈱災繍)1こよ初

第11表世界各国の原子炉一覧

国��動カ炉���その他�合

�研�運����

�究�転�建計�運��

���設固�転�建計�

名�炉�中�中中�中�設圃�

�����中中�計

アメリカ�136�15�36�48�8�243

イギリス�22�23�12�3�i�60

フランス�24�5�7�1�一�37

ソ連�19�9�3�3�1�35

酉ドイツ�17�1�8�1�3�30

イタリア�12�3�1�一�1�17

目本�11�2�3�･�一�16

カナグ�7�2�3�一�一�12

黒イス�4�一�5�1�一�1O

インド�3�一�6�一�一�9

双汐嵐一デン������

渓ペイン������

ペルギｰ������

オ茅ンダアルぜン勢ン�68�2�14�4�4�92

}アン幣川ク������

ノル汐畿一������

扱蝸紗鰯������

合計1…��62�98�61�ユ7�561

炉で41年1蝸完成燃料は天然ウ

費ン繊カエ6｡蛎長慨嚢本原子カ

籍灘(餓)孟勢輝崖側湯源予炉

宥側は夢舳どン蜜諌繊繰策海村の

原予力喰ン身一の遊く1鵬る

(閣本原子カ産業会議縫鰍)

敦賀発電所(同本原子カ発電婁舞煉)

昭和41年4月着工μ年2月完威予麓

で出カ32.5万止W沸騰軽氷型(濃

縮ウラン便用)総工費323億悶

福丼県敦賀市浦底の海岸に建設宇積

側の円型のものは炉心の格納籍綴

左側ばタｰビン室建家基礎

(同本原子力産業会議提供)�



一13一

策12表日本における原子力発電の長期予測

原子力発電容量

�坥�

全発電設備容量

に対する率(%)

隔和･弾1

�㌹　

㈮�

昭和50年

��　

�㌀

昭和紳1

㌰�住

～40,000

18.7～24.9

昭和75牢

���　

��

出力40万kWの高速増雅炉｢LMFBR｣の開発計画を進

めている.

わが国ではこの42年10月発足を予定されている動力炉

･核燃料開発事業団(原子燃料公社は発展的併合)はこ

の目的をもって設定されるもので今後20年間に約2,000

億円の経費を必要とする超大型の開発計画をもっている.

昭和40年代後半に原型炉(電気品カ20～30万kW)さ

らに昭和60年代初期に実用炉(電気出力100煎W)を持

てるように準備することに担っている.

日本の現状と将来

今わカ酒では東海村の日本原子力発電(株)の1号炉

(コｰノレダｰホｰル型16万6千kW)に続いて2号炉

(沸騰軽水型32万kW)が昭和41年4月に福井県敦賀

市郊外の浦底に建設が開始されまた東京電力(株)は

同年12月に福島県双葉郡下の双葉町大熊町で福高

原子力発電所(沸騰軽水型40万kW)を建設に着手し

さらに関西電力(株)は福井県美方郡美浜町奥浦で美

浜発電所(加圧水型34万kW)カ精工されている｡

この他中部電力(株)カミ42年中に原子力発電所の着工

をするのをはじめ日本原子力発電(株)の3号炉東

電･関西電の2号炉中国および九州電力(株)などの言十

画が次女に発表されようとし昭和50年度までに運転開

始の商業用発電炉は合計13基が予定されこれの総発

電量は約450万kWとなっている(第7図参照)

通商産業省総合エネルギｰ調査会原子力部会および日

本原子力産業会議開発計画委員会によって今後のわが

国における原子力発電の見通しおよびそれに伴う核燃料

発

旭O佃00

鼓

↑

�

�

�

一一一→一年度

第8図発電所開発予想図

����9,881万kW(総発電量F.

����5983万k,1火力)

一〇､oo09一価｡o島､0007.00価6.㎝皿5,000'､㎝00.佃002.o皿0L0000���`1`�

����2,940孤榊(水力〕

���

���

�'�一�''�950万kW(原子力)

�'一一一��''一一�

����

���仙55055160�

第13表日本における将来のウ受ン所襲量推定

�1沼榊蹄���昭和75牢

��鰯繍僻3,834�蹄㈱牢�

天然ウラン所要量(S.T./年)�豆,8錫��峨如1�翌5,0①O

同上イエロロケ}キ代“(億円)�106�221�686�1,似O

累計所容量(S.T.).�2,766�15.175�98,681�360,OOO

同上イェロ}ケ'キ代“(億円)�160�875�5,607�20,736

#イエロケｰキは“8/1bU808として計算した

(1213表は何れも総合エネルギｰ調査会原子力産業会議資料より)

の所要量が示されているがこれらを第11表および第

12表に示す.

前述のような世界情勢から前記原予力部会では早急

にウラン原料の確保に関する方策を決定すべく準備が進

められている.一方昨年の後半頃から関連業界の動き

が活発化しつつあり原子燃料公社のカナダおよびオｰ

ストラリアのウラン事情調査カナダ有数のウラン鉱業

会社RioAlgom杜と日本の金属鉱山会社(三菱金属)

のアメリカワイオミング州のShir1eyBasinの共同探

鉱契約42年3月に電力業界のウラン燃料事情調査団の

派遣さらに原子力産業会議の要請によるウラン資源調

査団(主として代表金属鉱山会社からたる)のアメリカ

KerrMcGee杜の700余の鉱区のあるカナダE11iotLake

地区についての共同探鉱申入れに対する事膚調査など

ますますウラン原料問題は活発と狂ってきている.

ウラン原料は日本の将来のエネルギｰの重要な課題で

あるので関連官界･業界の賢明適切な処置をのぞみたい.

(筆者らは鉱床部核原料資源課)

ノ

鍋9図日本の原子力整電所分布図

二の1ユか1二鮒画中の候紬地が争いが.

決定Lていないので伍■岳する〔棚･7理在〕

登

㌣!

外㍗�


