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パート１の要約 

             ＣＳＭ処理場（ラ・マンシュ貯蔵センター）について 

 

 ＣＳＭ廃棄物処分場はラ・アーグ再処理工場の東側に建設されている。そこは“High 

Marshes＜高湿地帯＞と呼ばれ、特に多湿の場所である。水は安全にとって最悪の敵だ

と知っていれば、これは明らかに最悪の選択である。最初の廃棄物はまさに地面に埋

設され、次にコンクリートの溝に埋設され、そこは定期的に水浸しになった。構造物

の一部は解体され、他の部分はまだそこの地下水脈の上にある。貯蔵庫は廃棄物管理

の法規制の前に建設されたものの、この施設の建設を率いた経験主義はかねてより悩

みの種で、将来はさらに悪化するだろう。 

 

貯蔵庫の構造と廃棄物の質は、時間とともに一層厳しくなった。しかしそれぞれの

法規制の強化は数年の間にＣＥＡ施設の崩壊の引き金となった。罪と知りながら行わ

れた犯罪は、大変ショッキングな出来事である。というのは、その同じ組織で手続の

改定をほのめかすような考えを練っていたからである。ＡＣＲＯも同じような告発を

した後の１９９４年にこの施設は閉鎖された。現在、ＣＳＭ施設には長寿命元素が埋

設されているが、長寿命元素は調査を引き受けたＣＳＡの施設ではもう容認されてい

ない。数ある中で１００ｋｇのプルトニウムとα線を放出する元素があるが、特に汚

染物質の場合には有毒である。時間の経過とともに消滅しない２０トンの鉛や１トン

の水銀等の有毒化学物質をくわえると、ＣＳＭ施設は決して普通の状態には戻れない

だろう。ＣＳＭ施設が閉鎖された時、ＡＮＤＲＡは臆面もなく、この施設は３００年

後には自然に帰り、これは最も信頼がおける報告だと発表した。 

 

埋設された廃棄物の正確な内訳は知られていない。最初の数年間は発送者の証明書

類だけで十分であった。騒動によりこの事実の部分が消され、最初の数年間の情報は

信頼できない。貯蔵庫の構造および廃棄物の一部が設立された監視システムを免れて

いる。ＡＮＤＲＡのある退職者は崩壊している危険性を思い起こすところまできてい

る。地下水が水路につきあたる問題が起きれば手遅れになる。私たちの推定では、埋

設された廃棄物５２万７、２１７㎥の１０％は、元来海外で発生したものであり、ま

ったくフランスの法律に違反している。浅地の貯蔵庫の論争は公式には<<解決済み>>

とされているが、ＣＳＭ施設の将来に疑いを持つのはもっともである。解決策を待っ

ている別の廃棄物のためこれらの失敗から教訓を引き出すことも必要である。 

 

市民連合の監視や匿名文書をＡＣＲＯに送った内部告発者による暴露的な警告がな
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ければ、ＡＮＤＲＡの計画は当局によって支持されていただろう。１９９５年、ＡＣ

ＲＯの暴露後に調査を率いた多元的委員会は、この貯蔵庫は元に戻せないと評価した。

ＡＮＤＲＡの研究によると、実際に廃棄物を返却するには健康及び財政上の費用の点

から無理であると推定している。とりわけ、このような廃棄物の一部には解決策がな

く、ＣＳＡには認められないだろう。 

 

環境保護のための必要条件は、２５年もの間CSM施設を搾取・利用しながら進展して

きた。このような必要条件は数世代の人々を巻き込みながら、時間的な尺度で、さら

に進展させるべきである。そのため貯蔵庫の回収の可能性には、予防措置の原則に次

いで倫理上の拘束力が必要である。一般的に考えられることは、当局によってプロジ

ェクトを社会的に一層容認させる方法である。しかし、回収の可能性は単に技術的な

問題だけではなく、放射性物質の管理全般を民主的な方法で再考するよう導かなけれ

ばならない。国民的な議論の最中に耐久性のある貯蔵庫というオプションは国民には

人気があったが、残念なことに忘れ去る戦略を好む当局はこれを無視している。 

 

ＣＳＭ施設においても状況は同じである。監視の現段階後に、より消極的な段階に

切り替えるため新しいカバーが計画されている。ＡＮＤＲＡのある調査を基にして廃

棄物の全てまたは一部を返却しないという決定をした。しかしＡＮＤＲＡは詳細な反

対評価報告を受け取っていなかったのである。施設の最終的な閉鎖を決定する前に、

私たちは言及したリスクを多元的な考えから検討しなければならないと思い、無駄で

あったが、施設の監視委員会に複数の意見を導入するよう求めた。このような遺産の

脅威を次世代に渡す決心をする前に、この要求は私たちにとって非常に重要である。
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序文 

 

フランスでは少数派市民による協議結果を考慮しないまま、核物質と廃棄物管理に

関する短期的な法案が計画されているが、一方で懸念する声が起こるのは当りまえで

ある。 

 

それぞれの組織の法律上の職務を尊重し、またこの分野における利害関係や夫々の

権限に気を配りながら、１９９１年のバタイユ法にかかわる重大な局面において、グ

リーンピース・フランスはＡＣＲＯに要請して廃棄物についての質問に関わる有益な

情報を入手した。 

 

私たちの要請に応じて、ＡＣＲＯはこの放射性廃棄物処理問題を技術的あるいは社

会的側面からではなく、特定のケース、つまりヨーロッパで実施された最初の、しか

も最も重要な施設、即ちＣＳＭ核廃棄物処分場（ラ・マンシュ貯蔵センター）につい

て極めて重大な分析報告書を提出したのである。私たちはこの報告書を通じ一般の

人々がフランスの放射性廃棄物処理問題について理解を深めることを願っている。 

  

２０年の間、西部地域の放射能コントロール協会（ＡＣＲＯ）は、放射性廃棄物が

どのようになったかという疑問、特にラ・アーグのコジャマ社の再処理工場とＣＳＭ

施設から生じた可能性のある環境汚染と安全性の問題に取り組んできた。数年にわた

り、ボランティアの人たち（関係地域の一部住民、委員会やワーキンググループの組

織に所属する人々、生態系に対する放射能汚染の追跡調査に関予する人々である）の

協力を得て、ＡＣＲＯは廃棄物処理場の放射能やその影響について<<ある程度>>の知

識を入手することが出来た。というものの、この知識は核現場で働く人々の知識とは

比較できない。取得方法にもばらつきがあり、ＡＣＲＯは技術的・人的・物理的資源

の面で同程度のものを動員することができない。そして私たちが参加する委員会を含

め、また私たちが受け取った怪文書が示すようなあらゆる関連データを入手すること

はできないのである。 

  

１９６９年～１９９４年までの間にＣＳＭ施設には５２万７，２１７ｍ３の低および

中レベルの放射性廃棄物が埋設された。ＣＳＭは今日に至るまでこの廃棄物を抱え、

今後も状況はかわらない。そのため核物質の永久貯蔵により発生する問題、そして回

復の可能性という概念を理解する上で重要な施設であり、ここから教訓を得ることが

できる。私たちは過去の過ち、特に高レベルの放射性廃棄物に関する過去の過ちを繰
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り返してはいけない。というのも私たちはこれらの廃棄物を地下深くに埋めたい、即

ち「去るもの日々に疎し」と願っているのだ。 

 

このレポートは下記の報告書を基に作成された： 

 

１） 存在する文献目録 

２） 私たちが出版したANDRA（仏放射性廃棄物管理機関）の内部文書 

３） 私たちが参加した公式協議やワーキンググループから得た教訓 

４） RIVIEL（放射生態系サーベイランス、情報および評価の市民ネットワーク）

（ Reseau cItoyen de Veille, d’Information etd’Evaluation 

RadioEcologique/Citizens Network of RadioEcological Surveillance, 

Information and Evaluation）の枠組みで地域調査を実施し入手したデータ 

 

すべての努力にもかかわらず、ＣＳＭ施設に関する多くの問題が未解決のまま残っ

ているため、正確に記述することは時として困難である。 
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総論 ＣＳＭ廃棄物貯蔵施設からの教訓 （ラ･マンシュ貯蔵センター）   

 

  “過去は死んでしまって、未来が想像できない“ 

ジョージ・オーウエル著「１９8４年」から 

                   

 フランス原子力庁（ＣＥＡ）は､その活動期には“ＣＳＭ施設”に対し全責任を取り、

２５年もの間誠実で優れたサービスを提供してきた。しかし、今やＣＥＡにとってＣ

ＳＭは廃棄物貯蔵技術に関する国際的な参考施設となった。フランスで核廃棄物の将

来が論議されている現在、私たちはこの施設の管理から教訓を得ることが重要だと考

える。 

 

 廃棄物貯蔵管理の分野では、規制より先に貯蔵庫が建設されたため、ＣＳＭ施設は

現在の地層処分基準ではとうてい容認されるものではない。あらゆる種類のものが処

分され、地下水脈の近くに雨よけも無いまま埋設されていた。もっと古い廃棄物の内

訳はさらに奇妙で実態を下回っていた。しかし、最も深刻なことは、規制がより強化

される前から、ＣＥＡの施設はＣＥＡにとって厄介な存在となり悩まされていたので

ある。テュルパン（Ｔｕｒｐｉｎ）委員会はプルトニウムについてこの事実の証拠を

示した。故意に行われた犯罪的行為はとてもショッキングなことであった。というの

はまさに同じ組織で手続の改定をほのめかすような考えを練っていたからである。フ

ランスの法規制が海外からの廃棄物を禁止しているにもかかわらず、そこに埋設され

た廃棄物の１０％以上が海外からのものである。 

 

 廃棄物に含まれている長寿命元素と毒性化学物質のため、ＣＳＭは決して普通の状

態には戻れず、永久にそのままである。従って、その現状は調査機関であるＣＳＡ（厳

密な基準によって選別された廃棄物のみを受け取る）のものと異なっている。実際の

廃棄物は地下処分場が視界から隠れて受け取るあらゆる厄介なものに近い。地質上の

障壁が問題の表面化をほんのわずかだけ遅らせているのである。 

 

 その経験に頼った管理が環境に被害を及ぼしている。頻繁に起きる事故の結果、恒

常的な拡散放出物になり、地下水と多くの排出口はトリチウムに汚染される。私たち

はこの慢性的な汚染に関わる情報が長い間欠落し、今なおその影響を正確に把握する

必要があることを銘記しなければならない。状況に関する限り、長期的にはさらに悪

化するだろう。古い廃棄物の中にはより危険な成分が混じっているので、梱包容器が

そんなに長期間耐えるという保証はない。新しい汚染物が発覚すれば、時すでに遅し
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である。 

 

このような状況にもかかわらず、ＣＳＭ施設の解体計画はなく、しかも部分的計画

すらない。作業の経済費用のほかに一般的に要求されている議論は、作業により生じ

る健康上のリスクであり、このリスクは環境に及ぼすリスクより深刻であろう。さら

に、抽出された廃棄物に対し解決策が他になく、ＣＳＡが容認するはずがない。従っ

て、この問題を解決済みと見なすことが核関連当局や公的機関には都合がよいのであ

る。 

 

それでは、このラ・マンシュ貯蔵センターの遺産をどのようにして次世代に伝える

ことができるのだろうか？私たちの世代さえもその内容を正確に把握していないのに、

どのようにして次世代に事実を伝えるのだろう？とりわけ、次世代の人々の将来は私

たちが持つ将来と異なるものになるが、そのことをどのようにして彼らに伝えること

ができるのだろう？ このような基本的な質問は他の放射性物質すべてにおいても検

討しなければならない。 

 

ＣＳＭ施設の例は、長い間忘れ去り盲目的に従って来た管理がいかに無益なもので

あるかを私たちに示している。将来の貯蔵庫について想像できる回復の可能性は、解

決もせず、凍結したジレンマを数世代遅らせるだけである。 

 

核廃棄物の管理について議論するとき、次世代の保護といえばコンセンサスが得ら

れる。しかし私たちの世代のこととなると、コンセンサスは消滅する・・・。政府が

提出した廃棄物管理法案には国民は不在である。その原因は国民が指図した公式の協

議を政府が無視するからである。今、ＣＳＭが記録のないセンターであるなら、それ

は閉ざされたドアの背後で管理が行われたからであり、このようなことを繰り返さな

いことが重要である。 

 

次世代の人々にとって廃棄物の管理は制限されているはずだが、彼らの繁栄は時と

して何でも通過させてしまった軽率な映像として見えてくる。行動方法を次世代に残

すことは、この重荷の記憶を弱めることなく保ち続けることである。歴史を振り返る

と、過剰な情報のため様々な形で保存され、要因が不明にもかかわらず何世代にもわ

たり情報の伝達を可能にした例がある。そのためには核廃棄物についての知識を国民

と共に分かち合うことは道徳的義務である。残念なことに、現在の核論争は大集の動

因に失敗したが、これは国民が意思決定プロセスにおいて自分は無力であるという印
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象を持ったからである。すでに決定がなされたのに、なぜ関与しなければならないの

か？今後は廃棄物の記憶内容を確実に伝達するため、廃棄物の管理に民主化のメカニ

ズムを導入することが大切である。 

 

他に問題となる要素は内訳を忠実に伝える記憶内容の伝達であるが、ＣＳＭの場合

はこの限りでない。それから再び意思決定プロセスにおいて民主化が必要である。そ

のため困難な問題に取り組むため市民社会に十分な時間を与えるようなより開かれた

前向きの流れを取り入れることである。創設以来、ＡＣＲＯが活動してきたのはこの

観点からである。 

 

結論として、廃棄物の管理に関しては、より大きな民主主義に依存しながらも、現

在の管理体制に優れたガバナンスを導入することが結果として次世代の安全につなが

ることになる。現行の立案の好機を逃し１０年後に先送りすることは、恥ずべきこと

であり、そして危険でもある。残念ながら、取り戻すには大幅な遅れがあるのでなお

さらである。そしてＣＳＭに埋設されているような廃棄物は公式には解決されている

が、今なお真剣に取り組む必要がある。  
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パート２の要約 

         トリチウムによる生態系の水質汚染 

 

以前ＣＳＭ廃棄物処理場近くを流れるセントヘレナ川で近隣のほかの川よりも１０

０～１，０００倍も高いセシウム１３７が検出された。この異常な数値は他の核分裂

生成物や高いプルトニウムの検出量に匹敵した。その沈殿物から１kgあたり１４０ベ

クレルものプルトニウム２３８が検出された。それはクレイ・マルビ総合施設（スー

パーフェニックス）のローヌ川下流の5,000倍にもあたる。その水源はＣＳＭであった。

その後原因が中和され、膨大な汚染の痕跡だけが残った。 

 

しかし、施設からは絶えずトリチウム（放射性水素）が検出された。今なお多くの

川、帯水層、再生水, 井戸が心配される。 

 

操業以来ＣＭＳ施設ではトリチウムが大量に処分された。いわゆるＴＢ２構造と呼

ばれる小さな正方形６個（３個と同等である）の中に、現在の原子力発電所の敷地か

ら排出された恐らく１５年間のトリチウム廃棄物がそっくり埋設されていた。埋設推

定量は年代により様々で、廃棄物の内訳については知識不足を強調している。 

 

しかし、このトリチウムは定まった場所にとどまらず、１９７６年１０月に地下水

や地表水の膨大な汚染が始まった。回収可能なものは総て回収し貯蔵量は急速に減少

した。 

 

機械の不具合や不適切な貯蔵手続に加え、この偶然の出来事によりコンテナーや組

立て物を通してトリチウムの漏洩が露呈された。この異常な出来事は最初のトリチウ

ム廃棄物が到着してからすぐに始まり、今なお続き、コンテナーのトリチウムがなく

なるまで続くだろう。ＣＳＡの施設のために解決策を講じている時を含めて施設を利

用している２５年もの間、施設マネージャーは廃棄物を天候に曝し充分な保護を行わ

なかったためラ・アーグの状況は悪化した。雨水による廃棄物の浸出漏れはかなり増

加した。 

 

ＣＳＭはそのため常にトリチウムを「消滅」させていた。そして今も放射能の減少

以外の方法でトリチウムを「消滅」させている。これは核廃棄物の消滅の基本原理で

ある。１９８６年以降の日付のついたデータ分析（入手できる唯一のデータである）

によると、少なくても埋設されたトリチウムの２０％は今日までに環境の中に“消滅”
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した可能性を示唆している。１９９２年１２月１８日付のメモの中で、マネージャー

は１９７６年の事件に続き、地面の中に消滅してしまった放射能量を１，８５０ＴＢ

ｑ[施設のトリチ ウム在庫の１３０％（ndlr）]と推定した。 

 

 施設の建物から解き放され、その後トリチウムは主に自然水の流れに従う。トリチ

ウムは下層の帯水層に届く傾向があるが、大気にも拡散する。いずれにしてもその結

果、トリチウムは希釈され、自然界に広がり、消滅するようになっている。 

 

 １９７６年１０月に起きた事件から１年間に、地下水から１リットル当たり６０万

ベクレル、セントヘレナ川では１リットル当たり１万ベクレルにも及ぶトリチウムが

検出された。深刻な汚染が私たちの背後に考えられる。１９８３年には、帯水層のト

リチウムが１リットル当たり６００万ベクレルにも達した。実験？事件？事故？国民

や近隣住民は未だに原因を知らない。その時ちょうど“一斉に”放出物がセントヘレ

ナ川に放出されていることを一般の人々は知らない。そして１９８２年１０月、セン

トヘレナ川の放出物は１リットル５万ベクレルに達し水質汚染になっていた。  

 

 最後の梱包荷物が運ばれ、保護用カバーが作られた時、指示計には地下水の放射性

物質の改善を示す徴候を示していた。 

  

 工業用の漏れ、または予期せぬ出来事が発生しなければ、水のトリチウム含有量は

１リットル当たり約１ベクレルのはずである。健康上の観点からＷＨＯでは１９９３

年から人間の飲食用水のトリチウム量は１リットル当たり7,800ベクレルを越えるべ

きではないとした。ヨーロッパでは１９９８年から１リットル当たり１００ベクレル

を越えないことを目標にしている。 

 

 ２００５年には、汚染はまだ再吸収されていない。大まかに減少していた。今もな

お管理された地下水の汚染は１リットル当たり１９万ベクレルに達する。私たちが水

の再生活用により放射能の減少を検討する場合、２０％の汚染帯水層は期待したよう

な減少を示さない。さらに奇妙なことは、一部増加の傾向さえある。 

 

 ここ何年もの間、トリチウム汚染は広がりを見せている。地理的には北部の方に拡

散する。井戸、再生水、主流に達し河川の流域に流れて行く。現在、あらゆる主流（the 

Roteures, セントヘレナ川、グランベル川）は、概してトリチウムに汚染され、レベ

ルは１リットル当たり１０～数百ベクレルと様々である。The Roteuresとセントヘレ
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ナ川の再生水に関しては、最初の１キロメートルの排水は同じ場所の本流に比べさら

に汚染されている。２００３年に、セントヘレナ川から数百メートル下流の再生水で

１リットル当たり７００ベクレルにも達するトリチウムが測定された。この状況は十

数年間にＡＣＲＯが測定した状況と比べたいして変化はないが、今回の測定は住宅の

ふもとで行なわれた。グランベル川の場合、水源は汚染され、再びトリチウム濃度を

検査したが１９９４年以来変化していない。水源では確実に１リットル当たり７５０

±１００ベクレルのままである。 

 

 これら過去の観察から幾つかの疑問が起きた。なぜトリチウム汚染は私たちが期待

したように急激に減少しなかったのか？放射能の減少と結び付けて希釈を検討すれば

どうだろう？放射能の減少だけを考えているなら、そのレベルは１９９４年と比べ５

０％減少していたはずである。今もなお、ある地点では同レベルのままであり、トリ

チウムを結集させると増加したことを示す。 

 

 再生水と河川水は直接に食用水として使用されないかもしれないが、家畜や庭園用

として利用される。牛にトリチウムを含む飲料を定期的に与えると、ミルクに移る。

私たちはＡＮＤＲＡ以外の核運営組織でミルクの管理を行っている組織に問い合わせ

た結果、ミルクへのトリチウムの移行がラ・ハーグで確認された。ANDRAは操業以来ミ

ルクの管理を行っていない。そしてミルクへの移行の結果はそれだけに止まらなかっ

た。放射性水素であるトリチウムは”転換“されて有機物質の成分に入り、その結果

生き物の成分入る。肉、脂肪、野菜等にも関係してくる。人間に影響を及ぼす方法は

数限りない。しかし、私たちは最低限これらのことを知ろうとしなければならない。 

 

 生態系から水質汚染を排除することは、倫理的必然である。核廃棄物処理場のマネ

ージャーがトリチウムのような放射性物質を施設で処理しきれず、民家のふもとや田

畑の底に放棄するのに直面した時、マネージャーの辞任を監視するだけでは納得でき

ない。ＡＣＲＯが要求してきたように、最低限でも承認されたポンプを使用して地下

水を海へ排出できるような手段を研究する必要がある。地表水の汚染がゆっくりと減

少し、環境に対する放射能活動をコントロールおよび組織化された方法で対処するこ

とを期待する。 
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頁 4 の写真から比較してみると・・・・ 

 

 

 

 

“CSM施設は２５年もの間誠実なサービスを提供してきたが、その後廃棄物処理の技術

に関する国際的な参考施設となった。  

ＣＥＡ（Commissariat a I’Energie Atomique, Decouvertes Gallimard/CEA, 1995） 
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下の写真： 空き地の貯蔵庫 

 

匿名で送られてきた写真で、ＣＳＭ施設を搾取利用している間にＣＳＭ再処理施設の

内部で取られたものである。 


