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放談“原子力争解事業化へ"

(ラジオ・アイソトーフO~使って標識放流するとと〉

蜂
λ瓦、

口' 俊 雄

物々νい標題である。翫まずして己に が“ある種の放蛸E性同f立原素(ラデ才

読者ぞ合むの観ありと云οfこところかも ・アイソトープ〕ぞ追跡子(トレーサー)

知れない。むが早まってはいけない。筆 とし人体構造ぞ調べj.::lJ!1， 我々が今迄抱

者が“原子力"等と口にするにもおこが いていすこ考えや根底からくつがえさねば

ましい程それにズプのトウシロウであ ならぬ程にそれは不安定なものであbこ

り，“放談"と銘打てばこそめ雑文なの とが判つ食。"と発表し，叉ソ連の或る

である。 学者は“ある種の放射性同性原素そ追跡

“原子力の平和利用"そんな言葉ぞ耳 子として植物の一生理につき研究した結

にし，叉眼にしてもおよそ川向いの火事 果，その光合体の謎の一部ぞ解くことが

程に関心ぞもfこぬとて例の不思議もない 出来た。"と発表されfごと云う記事ぞ見

ことかもしれない。 fがお立合い一一一オ たことがある。

ツト失躍一一あのi止にも恐るべきあの放 前者の発表については，私の貧弱な智

身、f能が叉世にも不思議な役に立うものと 識ぞもってしては，それがrういう意味

なるのである。 か解樟出来ない。医者に聞いてみようと

“国際原子力平和利用会議"が済んで 思っていすこが，遂にその機会ぞ今迄得ら

間もなくの道新紙一ヒで， アメリカの学者 れぬ僚に過して来てしまった。後者の

一一一一一一一〉ー}一一一一一)一一一~ のような調査により， この問題の解明さ

ふ 化 雑 記

須藤鮭風

秋鮭に雄雌ありて河湖る

鮭鱒の母川湖周についてはいろいろ耳元

沙汰されている。然し，鮭も鱒も毎年毎

年河にi斥kし，天然に産卵し，或いは人

工瞬化に供されて繁殖しているの記。常

品川に標識放流しナこ抑l帰年の昨年，多数

の標識魚が再捕されているなど，今後こ

れゐのも程近いことであろう。

報!の霧鮭跳ぬ昔の輸と泊ゆる

東の空が白みかかってくゐと，夜通し

の密漁取締りに緊張した気持もほぐれ始

める。動く影にほふく前進までして近づ

いてみると，放れでいた馬で， とん記茶

番劇ぞ潰じたことに 1人で苦笑しナこなど

思い出される。深い霧の中に瀬音がi静か

に聞えるf三け，静寂そのもの記。突然ホ、

チャンと音がした，恐らく鮭であろう。

密漁取締りに廻つナこ甲斐があったと出足



h光合成"云々と玉三うこ主についでは，

多分・馬鈴薯やトクキピ等が葉緑素ぞ介し

て，茨酸ガ「ス，水それに太陽光線ぞ以っ

て澱粉，砂糖を作る秘需の一部が解けすこ

と言うのではなかろうか。

何故こんなことが出来ゐの古ろう。そ

れがそれ，ある積の放射性同性原素のも

つ放射能のお蔭なのである。

前置きが大部長くなったが，今少々辛

棒願い， もっと解り易い例や御説明した

いと思う。

例えば，血液の循環である。それが

1620'Ij!代にハーヴイーの発見であること

は記す迄もないが，さてその速度であ

るの一体rれ程の速さのものか?の叉そ

れぞ如何にしで調べるか? 或種の薬品

身注射するとそれが体内ぞかけ巡り，体

内のー部にぬくもりぞ感ずると左は，或

は経験されナヱ入もあるかも知れないが，

それが手足の先の方の毛細血管に迄も感

ずるこ正はまあ無いと言つでもよかろ

ヲ。

そこで放射J陀同位!京素，放射性ナトリ

ウムで作った塩化ナトリクム〔食塩〕で

の笑ぞもらしt::。その音も霧の中に波紋

となって滑え，まf三もとの静けさに戻

ゐ。

秋安房背で割りホツチヤレ湖上る

今日も晴天である。心憎い程澄みきっ

た宰，その宰が河面に写り，底知れぬ深

さに見えるの周囲の木々がすっかり紅葉

しでしまう七せいもあろうか。今年もま

た鮭がi斥って来fこ，只管子孫繁栄や希う

がために。何時の頃から鮭は河に産卵す

るようじなっt::の記ろう。きっと水に写

つでいるあの青宰は知っているにちがい
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食塩注射液~作り，腕の静脈に注射す
る。勿論それは眼に見えない。 7三がそれ

ぞ見ることの出来る魔法の眼鏡と云った

ものがある。その名を“ヵーィガ一計数

管"あの放射能マグロと放射能雨がその

メーカーが大もうけ巻しすこと云うあれで

ある。放射性ナトリウムは絶えず放射能

J.e ~H しながら血液と共に，血管の中~ì流

れている。 7三からガイガ、一計数管がそれ

ぞ追跡すれば良いのである。では注射や

してみよう。“ほう，心臓に入りましすこ

な。腹の方え下って行くぞ。へソのわき

を御通過記。……ほっ，右脚に入。fこ

ぞ，ふん，足の末端に行くに従って少し

速力が落ちるね。

オツと指先に来fこ。 タイムは 25秒 2
叉とえヒって行くね，心臓え御;苛還か。"

てな調子でなかろうかσ(道新昭和30年

12月 1413朝刊文芸欄参照)人体に於い

て斯くの通りである。いわんや摘物にお

いておや， まあ聞き給え。 1本のリンゴ

の樹がある。その根元に施した肥料が，

どの程度根から吸い Ut'られ，それが如

何にして幹，枝葉i更に果実に行きわず三る

ない。

蓄養池の鮭たくましきま史振上ぐ

採卵のための努力は先ず親魚の蓄養か

ら始まる。神の造形の尚然繁殖ぞ制約し

これぞ人の手に移すとと曾休からしで無

理なことなの記。然し， これをf当然にま

かしでそられない程北海道の浩川は開拓

され，それに伴う各種の障害は如何とも

仕難い現状といえよう。従って人工瞬化

の大切で・あるととは論や侠t::ないところ

官。前述のように自然に手や加える仕事

にfこずさわっている我々は，親魚・卵子

f 
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か。つまり放射性同位原素ぞ肥料にまぜ

ーいや， もうその説明は“くどい"と云

われるfごろう。そして追跡子〔トレーサ

ー〕命名の由来も御察しのことと思う。

さて，愈々本j坦に入ろう。

私がトレーザーなるものや知識の断片

として記憶に止め，かつ興味を覚えはじ

めたのは27年頃7ごったと思う。その後

本誌に今読み返せば剖から火の出るよう

な思いやする拙文ぞ載せ，中に“昔は騨

化場から放流する稚魚のがI口迄の損耗ぞ

調べるのに， 1尾 1尾時>a:'切っで汝し，

それぞ又河口で捕まえて調ペナこもん f三

が，今じゃアイソトープとガイガ一計数

管ヰ判定っていとも簡単に調べている。"と

言うような意味のことや菩いfこごとがあ

るの

確かに夢のような訴であるのしかし日

の経つにつれラデ才・アイソトープぞト

レーサーとして利用することが愈々我々

の身近かに迫つで来?とのである内1， 2の

新聞とラジ才のみよりしか得られぬ知識

ぞもってしでも，新潟の農識で稲の施肥

試験にラヂォ・アイソトープぞ使うと言

-・・・・~・蜘・・.

とも自然の状態に近づけるべきことや，

常に念頭に置くべきと思う。

鮭卵に精子混ぜる手ナこ7三動かし

成熱狂確めでよく採卵開始となる。雌

親魚の少ない時は，受卵探2，3枚でこと

足りるが，500尾， 1，000尾となると仲々

簡単にはゆかないの共からヨたえと運び込

まれる親i~tは，表面に薄氷さえ帯びで来

る。ふfごんなら容易に手も入れれない程

の湯ぞ傍に置き，ちょいちょい手ぞ入れ

ながら採卵しなければ勤まらない。ノ受卵

器の卵子に精子ぞかけ，それぞ撹作して

うこと，叉苫小牧に築港ぞ作るfてめの基

礎調査として附近の漂砂の状況ぞラヂ才

.アイソトープぞ使って調べようと云う

こと等，それは多分この 4，5月のことで

はなかっfころうかのこの諜砂の移動さりア

イソトープによって調べる失験はその後

如何なる結果に終ったか知らないが，私

の宰想沿現実え一歩近づけてくれナここと

になる。海底に撒かれたアイソトープが

分撒移動する状況ぞ舶のとから測定出来

る。一一一それは稚魚に拙えつけて， それ

ぞ追跡する可能性や意味しないfごろう

カ、一一一。

そんなことぞ考えておる或ゐ日，それ

はスイスの“国際原子力平和利用会議"

の終って間もなくであっ?とかも知れな

い。それに出席しf土日本代表ぞ混えでの

座談会ぞラジ才で聞いでいる中に，これ

なる哉E我が膝>a:'Ppかん許りに私ぞ喜ば

せてくれナ三話があっfて。

“変ったラヂ才・アイソトープの利用

法として， カナダのある農閣で植物に害

ぞする昆虫の生態ぞ調べるt=めに，放射

性向性原素コバルト 60をそれに注射し，

はじめで鮭に生命が宿るの休む間もなく

作業していると，神秘で・ある筈の卵と精

子の合体なr頭から離れ，何の感動も起

らず， 1::t三機械的に動くのみであるの

鮭仔魚の瞬間じげしゃ寒の入り

ふ化窒で卵の取扱いぞするものは一誰

でも「真夏の仕事であれば良いが」と思

うに違いない。それ程ふ化安の作業は冷

い。然し，一度仔魚の発生ぞ見るとそん

なことなど吹飛んでしまう，贈っにばか

りの仔魚、は，糸府のような休に，はち切

れそうな真紅な桝表を抱え，瞬化槽の底



ガイガー計数管~使・って調べている。"

と云うのである。これなら恐らく木のテ

ツペンにいようと，幹に深く喰い込もう

と，叉土の中に潜ろうともその所在沿っ

きとめゐのに多くの手数ぞ要しないと思

う。そのような亡とを調べゐのに苦労を

しすこブアーフソレ先生も地下でこれぞ知っ

すとら或は大いに残念がられるかも知れな

い。

このことは私の空想ぞ更に一歩前進さ

せてくれ士。つまり，水中でそれぞ追跡、

すゐことが出来ゐと云うこと，一一兎に

角私の思い付き;a.私の頭の中でどうにか

こL迄絞り上げて来ることが出来大。

さで， ~えはコバルト 60 なる代物であ

る。それも梅の向うの高峰の花としか考

えていなかった処， 9月初日の日経は，

“北大工学部某教授は，ラダオ・アイソ

トープ，コバルト 60のガン 7 ー椋によ

り，木材内部の腐朽を簡単に見分ける装

置ぞ完成し7こ。"と報じている。要する

にコバルト 60ももう我々の手の届く処

に存在しているような気がする。手に入

れようと思えば或はそれぞ手にすゐこと

に議めいている様子を見ると，今迄の苦

労ぞ忘れてしまう。寒の入りであること

も忘れて・.....。

鮭仔魚、を運ぶゴムの手の凍て速し

仔魚がふ出し始めると，吹雪であろう

が， A月であろうが，そんなことおかま

いなし古から仕末が悪い。ほっておくと

窒息す1ーから何はともあれ，養魚、池に放

養しなければならない。除雪をしたり，

水温の低いところでは池両に張った氷与量

破って除いたりして，仔i~J..そ運んで来る

ともう水面じは薄氷がた江よっている。
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が出来るかも知れないのであみ。放談も

幾分リアルな臭いのすゐ中に切り揚げに

方が賢明かも知れない。 f三が，これから

放談の放談たる所以の夢物語りぞ更に続

けてみよう。

或る種のフヂオ・アイソトープが標識

として稚魚に注射される。勿論プレス式

による大量生産方式に依らねばならない

Tごろう。標識稚魚の放流と共に計数管ぞ

積ん花屋形舟がそれぞ迫って川を降って

行く。歌劇“ローエングリーン"の“自

烏の騎士"ならぬ“鮭稚魚の騎士"であ

る。何故なら，標識稚魚に細い紐を付

け，舟の舶に結んで司，それぞ曳かせ，川

身降るようなものであるから，こんな実

験が出来たら少くとも放流地点より河口

迄の稚魚の生態に関し，質的な事柄T三け

でも多くのことぞ知り得るのではなかろ

うか。又一寸工夫をすれば量的なものも

或は知り得られるかも知れない。

更に想像;a.遅しゅうすれば，写真用の

プイルムぞ洞水面と平行に横断させてお

く記りで，その下を通過する標識稚魚の

全数を把握することが出来るかも知れな

コ、.ム手袋も表面が氷ってつるつるするな

ど，困難この上も無し記。

池の端の雪の雫や鮭の仔育つ

3月じ入ると寒かったことを忘れるよ

うな暖気が訪づれる。池の縁にはり出し

た雪が融けて波紋や画く。その頃じなる

と，初期にふ出した仔魚は浮酵し， 1人

前記とばかりに跳ねる，走る， 1日中見

ていても飽きがこない程記。池底の見え

ない付:群酷し，降下期になゐのを待って

h、る。

湖りつつ降りつj鮭の子池離る
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い。原理はレントグン写真のあれであ

み。標識魚のもつ放射能はフ'1Jレムに細

い線となりて感光する亡ろうから，そう

なれば放射地点より河口迄における稚魚

の損耗に関しでは大凡の見当がりきそう

な気がする。スタートとゴールの河口近

くに紅花プイ 1レム(勿論光線には感光し

ないようにしに)や 1本宛張っておき，

皆下つhと，思う瓜それを現象してみれ

ばよい。港政溝や!日水路えの迷入率もこ

んな方法で知れるかもしれない。

親f!..1.えのJJi，，;jfJ等もう記すまでもあるま

い。すごf三“放射能アキアヂ00川居浜

る"の新聞警告は， その年計漁防止に万全

ぞ費いやすより効巣的かもしれない。半

減期(放射能の効力のなくなるー期間)の

短いものを使えば尖害も心配することも

ないで噌あろう。

少し筆が滑り過ぎにかもしれない。 7三

が“誰か夢なき"である。屋形舟めHI"Jの

聞にコンロぞしつらえ， メモをとる相聞

に肉ぞつついてfztをなめる風流な科学者

? の1人{品、てもよいのではなかろう

カ、。

.. - ~・4トー・・・・・・-<・ー炉----

いよいよ稚魚の放流記。瞬化事業の最

終である放流， 1年間の労苦の笑つナこ放

流，この放流沿現場の人達は，イ~J等かの

形で意義あらしめ7こいと願っているので

はなかろうか。所によっては，多数の人

が集って稚魚の壮途ぞ見送る行事ぞ行っ

ている。放f三れナオ仕魚、は恰も，育っすこ解

化窒・幸治、池に，名残り.:a-惜しむかのよ

うに流ctこわむれながら去ってゆく。-

一「惑が無く育ち元気で帰って米いよ」

と祈ゐ心，それは至::l}~:L4の切なる願いな

O)t三。

処 理，

l放談“原子力か

‘誕

卵子化事業へ"

を読んで

岡野一彦泊

フヂ才・アイソトープ(放射性同位元

素〕の平和的利用は 1946年を契機とし

て，その生産の〔長及び種類の〕増大と

共に，者しく進展してきましh。その応

用範聞も物斑，化学，生物学，医学の他

各積鉱工業に非常に広汎に及んで・おりま

す。

放談“原子力H降、化事業へ"にもいっ

ているように，この問題はすでに，我々

の手の届く処に存在していると考えても

良いのではなし、でしょうか。或る点では

夢の部類に属するものも無いではないが

それとても，人工衛星や放し，宇宙旅行

を企てるよりは，はるかに現実的な問題

として取扱うことが出来ると思います。

ラヂォ・プイソトープが物理，化学の

分野・に現オLL.来たのは 1913年頃で，そ

の応用についても放談に 2，3の例が出て

いるように追跡子〔トレーサ-)として

の利用が目立っております。トレーサー

とk、う言葉は始め化学反応そ追求する時

に，その薬品の一部色ラヂ才・アイソ

トープと置き換えて，それを追跡すると

いうよう仁利用され7こことから，使用さ

れるようになっfこらしいのですが，その

後jド常に泣くくラヂォ・アイソトープが利

用されるよう仁なっても，その使用方法




