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[テーマ] 核廃棄物の超深海溝への貯蔵・保管に関する調査研究 

     （調査研究スタート⇒超深海溝の地殻構造とその諸特性に関する調査研究その後に本テーマに移行） 
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［目的］（その為にどうあるべきか） 
１．高レベル核廃棄物の増加に対応、よりよい貯蔵・保管場所の選定とその方法を開発する。 
２．超深海溝の調査を進め、目的に適した超深海溝とその中の最適スペースを選定する。 

[ 核廃カプセルガﾙが最も早く付加体となりマントルに接することの出来る場所に貯蔵・保管する⇒地殻・地球内で処理 ]  
３．貯蔵・保管に適したカプセルならびにその製造方法・超深海溝への貯蔵・保管方法を開発する。 

［現状］（良い点・悪い点） 
１．高レベル核廃棄物の地層処分研究が進められている

２．ガラス固化体は30年から50年冷却し、その後に 
地下300m～600mのスペースに貯蔵・保管が進め

られつつある。 
３．現存の高レベル核廃棄物に加えて、解体される炉も

多くなり、放射化し解体炉材も出て来ている。 
現在、これらが世界的に大きな問題になっている。

［問題点］（問題となるもの、不足するもの等は何か） 
１．現在、海洋処分・氷底処分はともに条約で禁止、宇宙処分

はロケト技術の信頼性の面で問題視されている。 
２．地層処分には放射能汚染等の問題もあり、世界中どこの候

補地でも反対にあっている。（処理・処分・投棄等と言う

表現にも危険視される問題がある）☆砂漠処分にも問題。 
３・超深海溝の地殻構造の安全性、放射能のバリア能力、環境

保全上のさらなる調査研究が必要。 

[方策]（その為の解決方法など） 

１．スペースとして6000m以深の超深海溝を活用する。(3000m以深の水温はほぼ1.5度Cで一定、海面の海流が超深海にもぐり表面に出て来るのに数千年線) 

２．熱水噴出、湧水のない、地震による破壊物の無い安定した地域の選出が必要。(専用の深海探査装置を使用する) 

３．核廃棄物を球形または卵型の型枠に納め放射能遮蔽ｺﾝｸﾘｰﾄ注入しカプセル化する検討。(球形・卵型にして耐圧力を確保する) 

４．カプセルの製造、深海溝への貯蔵・保管のロッボト化の検討。 

５．研究・実験はわが国の排他的経済水域で行なう。(日本海溝―8020m・琉球海溝―7460m・伊豆小笠原海溝―9780mについて検討) 

［備考］(その為に必要なもの等) 

１．海洋開発研究機構等への協力要請。 
２．海洋環境、深海溝、深海洋生物を研究し

ている学者（大学）への委託研究。 
３．「ロンドン条約、議定書」・「IAEA関係」

等の内容確認とその対応を進める。 
４．適切な深海溝の選定⇒①充分に深い②海

溝底の安定③気候良好④海域の治安良好 

［その成果］（       こうなる）      
１．核廃棄物の貯蔵・保管に必要なスペーを確保できる。 

（7000m以下の超深海溝の面積は全海面の２%を占める） 
２．地上での放射能汚染の心配を無くすることが出来る。 
３．わが国で成功すれば世界の超深海溝にも展開できる。 
４．より安全に経済的に核廃棄物の貯蔵・保管ができる。 
５．これにより原発の推進に寄与できる。 

［進め方］（   こうする）「全て我が国で国際特許雄を取得する」 
１．超深海溝の地質・海流・温度・耐放射能等の調査。 
２．適切な超深海溝の選定とGPSによる工区の設定・申請。 
３．貯蔵・保管用核廃棄物カプセルの製造、深海溝への 

貯蔵・保管を行なうための専用船の建造。 
４．核廃棄物カプセルの着深海溝後の監視体制の確立。 

（かいこう型専用型監視ロボット等の建造・わが国の技術で可能） 
５・環境庁・経産省・IAEA等の協力を得る。 

[成果の確認] 

１．定期的に専用監視ロボットで貯蔵・保管

の状態を監視し安全性を確認する。 
２．「カプセル・製造船・監視ロボット等」の

運用結果を確認し、改良に努める。 
３．他国のやらないことを行い、これを企業

化し、世界に市場を求めたい。（日本は資

源が何もない国である） 



[本研究に於いて留意すべき事項]
１．本研究は核燃料ﾘｻｲｸﾙに於ける地下保管

等の重要性に異議を称えるもではない。

２．本研究の対象は核燃料リサイクルおけ
る最終処理品となったもの、高度に放射
化した物体である。（劣化ウラン弾の破片等）

３．本研究に於いては、貴重な深海底生物
についてはその保護を第一とし、その
生息場所をさけるよう努力する。



将来に向けて核と共に
１．高速増殖炉（もんじゅう）が完成すると92Uの２３８

・94Pが活用できる。（現在活用されていない92Uの２３８

は大切な資源なる。それまで保管が必要 。）

２．ｱｸﾁﾉｲﾄﾞ系の89Acから103Lrまでの15の元素におい

て、92Uの２３８の半減期は45億年であるのに対

し、99Es半減期は1.29年・100Fmは100.5日、103Lrの半

減期は3分から3.9秒と極端に短くなる点に注目。

３．現在の半減期の永い有害な核廃棄物に高速中

性子や 加速された重イオン等をあて、無害な又

は半減期の短い核に核種変換を行なう（仮）核

種変換炉を完成出来ないか。 これにより有害

な核廃棄物を少なく出来る 。 （この技術は数十年先?）
⇒バックエンド事業が合理化できる。





［目的］（その為にどうあるべきか）
１．高レベル核廃棄物の増加に対応、より良

い貯蔵・保管場所の選定とその方法を開
発する。

２．超深海溝について調査を進め、目的に
適した超深海溝、スペースを選定する。
（核廃カプセル⇒最も早く付加体となり地殻・地球内
に取り込こまれるまで貯蔵・保管する場所。・・・・・・

・・・⇒地殻内・地球内で核物質として生涯を終える）

３．貯蔵・保管に適したカプセルならびにそ
の

製造方法・超深海溝への貯蔵・保管の方
法を開発する。











































［現状］（良い点・悪い点）
１．高レベル核廃棄物の地層処分の研究が、

世界的に進められている。
２．核廃のガラス固化体は30年から50年間

冷却し、その後に地下300m～600mの
スペースに貯蔵・保管する研究が進めら
れている。

３．現存の高レベル核廃棄物に加えて、解体
される炉も多くなり、放射化した解体炉材
も出て来ている。現在、これらが世界的に

大きな問題になっている 。



［問題点］（問題となるもの、不足するもの等は何か）

１．現在、海洋処分・氷底処分はともに条約で禁止、
宇宙処分はロケット技術の信頼性の面で問題
視されている。

２．地層処分には放射能汚染等が問題視され、世
界中どこの候補地でも確保に苦戦している。
⇒地域振興等の名目で交付金を提示している
が候補地が出てこない。

（処理・処分・投棄の表現にも危険視される問題がある）

☆砂漠処分にも問題がある。
３・超深海溝の貯蔵・保管には地殻構造の安全性、

放射能のバリア能力、環境保全上の注意事項
などの調査研究が必要。



○海洋処分⇒ロンドン条約により海洋汚染の防止

（詳細は条約の議定書）

○氷床処分⇒南極条約による廃棄物の持ち込み禁

止。（物理学的特性研究のために特性を

確保するため。南極は万国のもの）

○宇宙処分⇒ロケット発射の信頼性の問題・打ち上

が一部の国に限られる。

○地層処分⇒最も好ましい方法と国際的に共通の

考えとなっている。交付金等を条件に

公募しているが用地の確保が困難。
（注）スウエーデンのホーシュマック原発から50kmの森林地下

１kmの岩盤内に長さ3kmの処分場が決定した。（2009年）
☆⇒これらに「核廃棄物の超深海溝への貯蔵・保管」の検討が加えられないか？



地層貯蔵・保管の研究課題
１．貯蔵・保管スペース内の冷却が必要、冷却が

行なわれなくなると熱破損の恐れがある。

２．地下水の流失等による諸生物への影響が

でる恐れがある。（ドイツのアッセの地下貯蔵施設の例）

３．事故等があっても、そのスペースには危険で
人が入れない。（専用のロボット等が必要に）

４．数千年・数万年以上の単位での維持監理が必
要。国家が疲弊した場合、管理をどう維持する
のか。(国際的な管理が必要になるのか？)





ロンドン条約
1972年に海洋投棄による海洋汚染の防止を目的に条約を採択

９６議定書付属書Ⅰ（検討ができる廃棄物）

１． しゅんせつ物

２． 下水汚水

３． 魚類残さ又は加工によるより生じる物質

４． 船舶、ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑその他の人口海洋構築物

５． 不活性な無機性の地質学的物質

６． 天然に由来する有機物質

７． 小島等で発生する鉄・コンテナ等からの構成物



９６議定書付属書Ⅱ（WAF）
廃棄物処理方法の総合評価

○廃棄物の防止の為の審査

⇒ ○廃棄物管理の選択についての検討

⇒ ○化学的、物理的及び生物学的特質

⇒ ○行動基準（各国で決定）

⇒ ○投棄場所の選定

⇒ ○潜在的影響の検討

⇒ ○監視（モニタリング）

⇒ ○許可及び許可基準

☆許可発給⇒投棄処分の実施⇒監視⇒許可の更新





[方策] （その為の解決方法など）
１．スペースとして6000m以深の超深海溝を活用する。

(3000m以深の水温はほぼ1.5度C、海面の海流が海にもぐり表面に出て
来るのに2000年、超深海溝では数千年かけて表面に出て来る)

２．熱水噴出、湧水のない、地震による破壊物等の無
い

安定した地域を選出する。(専用の深海探査装置を使用する)

３．核廃棄物を球形または卵型の型枠に納め放射能遮
蔽ｺﾝｸﾘｰﾄを注入しカプセル化する検討。(球形・卵型
にして耐圧力を確保する)

４．カプセルの製造、深海溝への貯蔵・保管のロボット
化の検討。

５．研究・実験はわが国の排他的経済水域で行なう。
(日本海溝 ―8020m・琉球海溝―7460m・伊豆小笠
原海溝―9780mについて検討)



海 層
海面は地球表面の70％⇒3億6千万平方m

○中深層⇒200m~1000ｍ 400mまでは比較的早い海流が確認されている

[2000m] 400mで視界なし、1000mまで人に見ない光あり

○漸深層 1000m~3000ｍ
3000m以深では水温が1.3度cでほぼ一定である

[4000m] 水深の平均は3729mである

○深海層⇒3000m~6000ｍ
表面の海水が深海に潜り込んで、再び表面に出てくるのに20年かかる

[6000m] 6000ｍ以上の海底の溝をトラフ

○超深海層⇒6000ｍ以深 6000ｍ以下の海底の溝を海溝と呼ぶ

「超深海層の面積は海面全体の1.2％で43万平方m 、
この内10万平方m程度を保管・貯蔵の工区に見込みたい」

[8000m] （毎時数cm の海流）

○超深海層⇒ ☆超深海溝 近年、わが国を中心に超深海溝の調査研究が進んでいる

世界には⇒10000m４海溝 9000m２海溝 8000m４海溝 7000m３海溝

[10000m] （深海堆積あり ⇒海洋プレートが地殻下へ沈み込む場所）







［進め方］（ こうする）「全て我が国で国際特許を取得する」

１．超深海溝の地質・海流等の調査。
２．適切な超深海溝の選定とGPSによる

工区の設定と申請。
３．貯蔵・保管用高核廃棄物カプセルの

製造、深海溝への貯蔵・保管を行
なうための専用船の建造。

４．核廃棄物カプセルの着深海溝後の

監視体制の確立。（かいこう型専用型監視
ロボット等の建造⇒わが国の技術で可能）

５・環境庁・経産省・IAEA等の協力を得る。





















［備考］(その為に必要なもの等)
１．(独)海洋開発研究機構への協力要請。
２．海洋環境、深海溝、深海洋生物の研

究を行なっている学者（大学）への委
託

研究。（世界的に条約、海洋生物、海溝に強い学者）

３．「ロンドン条約、（議定書）」「IAEAに関係
する事項」等の内容確認とその対応を
進める。

４．適切な深海溝の選定⇒①充分に深い
②海溝底の安定③気候良好④海域の
治安良好



［その成果］
１．核廃棄物の貯蔵・保管に必要なスペース

を（交付金に頼ることなく）充分に確保できる。
２．核廃棄物による地上での放射能汚染の

心配をなくすことが出来る。
３． これにより安全に、経済的に核廃棄物

の貯蔵・保管が可能になる。（人間のため
に働いてできた核廃棄物に安住・安眠の場を
提供できる）

４．わが国の排他的経済水域で成功すれば
、他の水域の超深海溝にも展開できる。

５．このことにより原発の推進に寄与できる。



[成果の確認]
１．定期的に専用監視ロボットで貯蔵・保

管の状態を監視、安全性を確認する。
（カプセル貯蔵後、1年・3年・10年・25年・50年・・程度の間隔で監視を継続・・・・・・）

２．「高レベル廃核カプセル製造船・監視

ロボット等」の運用結果を確認し、そ
れ

らの改良に努める。
３．他国のやらない事を行ない、これを企

業化し、世界に市場を求める。（日本
は資源が何もない国）






















