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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、。
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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
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は遺跡、子という言葉が非常じピツタリく

るような利用方法が多く， ラデォ・ア 4

ソトープを鮭の標識放流じ利用した場合

もまさしく・追跡、子という言葉がピツタリ

するようです。

さて，それでは， ラヂ才・アイソトー

プを如何にして鮭の稚魚叉は親魚の標識

放流に利用すbかということになると，

いろいろと難かしい問題が出て来て，そ

の解決方法を検討しているうちじ，現実

的問題として取上げたものが，戎第に夢

物語りに終りかねない位に解決すべき多

くの問題が出て来ます。

先ず， ラデ才・ア 4ソトープの入手で

すが，その生産は日本でも極く数種の，

しかも，少量のものが行われています

が，その大部分は米国からの輸入じよゐ

もので，この数年間a 毎年1，000万円以

上のものが輸入されております。そして

日本放射性同位元素協会で一括輸入事務

を扱つでいるので，最近は比較的円滑に

なって来たとはいえ，それでも希望の品

が，希望通りじ入手するのは仲々困難な

ようです。しかし，これは努力夫第で出

来る問題です。

実際に使用する場合，そのラデ才・ア

イソトープの選定ですが，原子科学の急

激な発達に伴って，現在では非常じ多く

の種類が出でおまりす。その中で使用目

的じ合致したものを選択することじなり

ます。その場合，一番先に考えるのは，

ラデオ・ア 4ソトープの半減期について

です。不安定な原子が自発的にこわれて

安定な他の原子に変化していき，その時

に放射線 (α線，s椋， r線，中性子〕

~伴う性質のある元素~放射元素と呼び
歩すが，この放射性元素坑放身、織を出
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しつつ変化して半分・の量になる迄の時潤

巻半減期といい，その半減期はその元素

じよって非常に差があって，短いものは

数秒というものがあり，長いものは何千

年(ラヂクム怯1950年〕というちのま

であります。標識放流じ利用する場合は

その試験が行われている期間と合致する

ようじ選択せねばなりません。稚魚、じ利

用するとすれば，それが親魚じなって帰

る迄ということじなるので4-5年位の

もの，例えば，コバルト 60は 5.3年の半

減期ですから，こういったものを選定す

b と良いし，稚魚~放流してがI口迄とか

河口r:i斥上した親魚について調査すると

すれば，予想される試験実施期間じ入手

するまでに要する日数を加えた半減期の

ものぞ選べば良いことじなります。つま

り米国から取寄せるとすれば，入手する

手続き期聞は別として，米国から札幌迄

大体1ナ月ぞ要しています。この際半減

期の長い需要の少いものは非常じ高価

で，耳かきじ乗る位の量で数万円もする

ものがあり，この点の制約も考えなけれ

ばなりません。

以上の点で満足される， フデ才・ア 4

ソトープが選定されたとして，ではこれ

をどのように試験じ使用するかというこ

とになります。

親魚の場合であると考えられる試験の

範囲内では取扱う尾数も少いので1尾 1

尾に従来の標識と同程度の手数ぞかけて

も余り問題はなく， ラデ才・ア 4ソトー

プぞ直接，或いは他の増量剤と共じ注射

するか又はそれを封じすこような標識を附

して放すと良いでしょう。稚魚の場合で

あ右と，取扱う尾数がどうしても多くな

りますが， 1尾1尾に注射するか，叉は
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飼料に混ぜて与えて放流するより方まきは

ないでしょう。飼料に混ぜる方法以外で

は， フヂ才・アイソトープぞ標識として

魚、から放射線ぞ出させるには放流迄の槙

識操作は余り便利とはいえないと思いま

す。後で述べますが，むしろ管理の面か

ら非常じ危険ぞ伴うので，新らすこに難か

しい問題が出てJたます。

ヲたに， ラヂオ・アイソトープによら放

射綿とし、う不標識や附されずこ鮭又はその

稚魚、ぞ放流して各々の試験目的によって

追跡することになります。その如何なる

場合も，その放射能を持。鮭ぞ他の鮭:と

区割して行くため，或いはそれを追跡す

ふために放射棋や検出すbことは欠くこ

との出来ない作業として残ィコておりま

す。

放射線や検出すら方法は色々ありま

す。その理論的なことは，非常に難かし

くて，判り易く説明するにけ知識も無い

のですが，現在は大体失のような方法が

あります。

1. 写真作用によるもので，これは蜂

谷氏の放談にも出ておりますが，そ

の方弘二は， 才一ト・ラヂ才グラフと

呼ばれるちので，放射練により写真

乳剤中の臭化銀粒子守電離して現像

可能な状態にすることや利用したも

のです。

2. 光重;培増管を用いたシンチレーシ

ヨン・カウンターという器械による

測定法があります。

3. 各種検電器，電位計にようて放射

線による電離種流を7検出する方法。

4. 計数管による個々の粒子の電離作

用を計数するもので，ガイカ、ー. ~ 

ユーフー計数管が主なもので・す。

5'. その他熱量計， ウ"Jt:' >'ン霧箱等

ぞ利用するもの。

これらの内，この試験じ使用出来るも

のとしては， オート・ 7デオク♂クフかヵー

イガー， ミユーフー計数管とシンチレー

シヨン・カウンタ一位と思われます。こ

の場合，これ等の機械が放射繰ぞ検出で

きる範囲は限定されているにめ，広範囲

に拡がって降海又はj斥上するで、あろう魚、

ぞ逐失追跡するには数台或いは数拾台

のこれ等の機械が必要になるでしょう。

これを避けるためには，魚の放射線が検

出されるように魚の通過する関門巻河川

内に数個所設けて，そこを通過する魚を

計数するような方法ぞ取らざるや得ない

と思います。然しこれが放流され1=魚を

標識してない他の魚、と共に再捕してその

中から，その標識魚ぞ見出すということ

になると，師、や鰭を切っfこり，標識票.:a

F付けにりしたもの.:a選出するよりは迅速

且う確実に行われるでしょう。

許可川聞に関門を設けて通過させらよう

な方法を取るならば， オートラチオグラ

フも叉利用出来そうに思いますが，これ

は又更に多くの問題が残ります。写真の

感光材料に放射棋が当れば普通の写真の

ように現像して見ることが出来るのです

が， この場合反応が1秒の何分の 1とい

う速さで行われるものではないので，放

射能のある魚がフィルムの付近在通過し

すこ記けでは恐らく検出されないでしょ

う。もし検出される性放射線が強かった

としても現在他の方面で喝行われているよ

うな方法ぞ用いるならば， フィルムに出

来る像ぞ鮮明なものにする必要がありま

す。生きて泳いで、いる魚を密着と同様な

状態でそこぞ通遇させることは非常に難



かしい問題と思います。まして稚魚、の場

合，河川内で一定の関門ぞそのような状

態で‘通過させることは殆ど不可能なこと

ではないでし長うか。叉魚ぞ一定の関門

や通過させずにIRJliJ一杯に魚が何処ぞ通

過してもフィルムに接するように，それ

ぞ設置しにとして色(実際にはこのよう

なことが，すでに不可能なことと思いま

すが，)先に述べたようなことから， 現

在我々が利用出来る費料，方法によって

は定量的には勿論，定性的にさえも期待

しtこ結果ぞ得ることは出来ないという結

論が出そうです。

以 k述ペナこ他にも未f三色々な方法も考

えられると，Rいますが，これ等が実際に

実施出来るという見透しがついにとして

も， ~、ざ実施の場合に大きな問題として

衛生管'理ということが残っております。

各種の試験研究や工業方面，医学その

他各方面で有意義に利用されている放射

性物質も一旦これが野放しに散布される

と， ビキニの友，放射能雨，原子マクa ロ

といっ七言葉で我々に非常な脅威沿与え

ているように，笑際非常な危険診伴い，

生命さえも危ぶまれる事態や引起す力.:a

持っております。

フヂ才・アイソトープぞ試験に使用す

る場令，その取扱いには細心の注意が要

求されております。あナこかも病原菌ぞ取

扱う如くにともいわれます。従って魚、に

ラヂ才・アイソトープの標識ぞ行うには

他の標識ぞ実施する場合と異って，それ

や取扱う人の健康管理，施標する場所，

などの放射能による汚染にづいて細心の

注意による種々な対策ヰetとでなければな

りません。しかし， これは注意して行え

ば，非常にわづらわしいことではあるが
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実施出来ゐことです。問題は原子鮭とも

いうべき放射能ぞ持つに鮭が，広範囲に

利用されている河川聞に放流されること

です。標識放流試験は放流から試験終了

迄には数日或いは数ヶ月，稚魚、が親にな

って帰るまでとなれば 3-5年はかかる

わけで、す。試験終了の時には無害になる

ような半減期のラデ才・アイソトープを

選択して使用しすことしても，その聞に色

々な危険ぞ生ずることは容易に予想され

ます。蜂谷氏の引例ぞ注意してみると判

るように，これ等の試験は非常に極限さ

れに範囲の場所で・使用されており，海の

~~~砂の場合にもそれが白分の意志で動く

ことのない砂についてであり，而も動い

ても大体その範囲が限定されていると見

て良いものでしょう。古から部外者に対

する危険は余り考えられません。これが

魚、になると，移動の範囲が広く，而も親

鮭の場合はこれの密漁ということも考え

られます。原子j鮭云々なるニユースを流

しfことしても，その危険性に対する理解

の程度も低U、密漁者述にどれ程の効果が

あるかも疑わしいものです。やはりその

対策が確カされてからでなければ敢えて

危険は犯すべきではないでしょう。

J;J、h 蜂谷氏の原稿-T読んでー， ラデオ

・アイソープ。や標識放流試験に利用する

ことについて考えて見ると，無理して現

主主の問題として考えているうちに，いっ

とはなく夢物語的なものになってきたよ

うな感がしないで・もありません。しかし

最近の科学の進歩発達は我々にとワて実

に応接に暇の無い1trで，まして現在の科

学の段陪にりいでさえ充分な知識の持合

せのない私には，当然考え及ばない解決

方法もあることと思います。叉，古II述の
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内容にも専門的知識のない悲しさで稜々

に汗務員に値する誤りもあることと思いま

インド太平洋水産理事会の 5[司迄の

会議に各国から提出されfこ論文のうち

水面漁業関係並ひ.に増殖関係のものぞ

紹介します。

※第 1回会議提出論文

A. 技術論文

×動物学名に関すゐ国際委員会の通告

×統計事業計画

・統計収集の目的 ・定義と要素表

・収集方法 ・編集分析と解稗

×水産技術委員会の報告

・養魚技術

B; 配布資料

×中国における幼魚漁業について

・序文 ・本部の機構と行政 ・幼

魚の収集 ・養魚場の管理及び業務

・養魚、場の作業 ・養魚の輸送

×インドシナの内水面における魚類と

魚類養殖の概観と業務計画

・序言 ・漁業の開発 ・魚類の養

殖 ・内水面の生産物

※第2回会議提出論文

A. 技術論文

×才一ストラリヤ産“サタ"のー資源

×外来漁具報告・…ータイヒおける 7 ス

網操業の第 1期試験の結呆

×内水面プラクトンの研究方法の標準

化の所見と観察

×南部ヴエトナムの内水面で‘用いられ

ている漁共漁法

×カムポジアの漁業堰堤(判中)

×カムボジアで使用されている内水面

のぬ南泊

す。幸いこの拙い一文房御読み戴いに読

者諸兄じその誤りを御指摘裁くことと，

インド大平洋水産f里事会

第 1固から第5回会議迄

(内水面漁業並びに

×カムボ、ジア内水面tておける水産物利用

形態

B. シンポジウム論文

×河口環境の水理学的研究

・河口環境 ・才一ストラリアの降雨

帯と河口系の水理学的特色に及ぼす降

雨帯の影響 ・水理学的にみず三河口に

おける水の混合交換と相互撹作 ・河

口系における Zonation(輪層帯〕以

下省、略

×河口の諸状態に適する生物学的考察

・動植物棲息地としての河口の自然科

学的特色 ・水温及蹴清 ・河口の地

方的動物の棲息区域 ・河口じおける

淡水非硬骨魚 ・何日じ入る淡水魚

×東南アジアにおける河口問題

×シンカ拘ヰミー JレにおけるがI口状態による

魚類養殖の原則適用

×河口泥の燐酸塩析離に関する予備的考

察

様第3回会議提出論文

A. 技術論文

X Rajahmundryにある製紙工場による

Godavari河の水質汚泣調査結果

・排水の物理化学的性質 ・Godavari

Mの水質の状態 ・穏々な排水中の集

中状態による生物学的反応

与
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今後の御指導やお願し、して筆ぞ措きま

す。

に提出された論文リスト

増殖関係論文抜翠〕

-食性 ・棲息適地 ・漁具 ・貯

蔵

×岡本、Jレオ、才のカプアス川流域の湖沼

地帯における漁業

業第 5回会議提出論文

A. 技術論文

×中国じおける内水面水産資源、じつい
×鯉についての笑験 て

×カム Zドジアの養魚、技術 ×トウモロコシ粉と米ぬかの天然餌料

×パキスタンの養魚、 の祈i助餌料としての成長比較試験

・タンクと鯉の養魚 ・海水魚、の養ff.1，. x養魚池の施肥じよる所の役割

• Predaceous fishの養殖 ×日本内水面で繁殖されている中国原

B・シンポジウム論文 産魚について

×インド太平洋地帯における魚類の輸入 ×カンボジアの温水魚、の増殖とi回世

と移殖 ×グイトナムの養魚法

×移殖用の卵と幼魚の採集Lて関する問題 〔大久保〕

点、と方法

×インドにおける魚、百業

-食用魚の種苗 ・遊ff1..の対象となる

魚、 ・公衆衛生に役立つ魚、 ・観賞魚

×輸送中における魚卵，幼魚稚魚の生理

学的用f午

×年齢の異る移殖魚についての生態学的

な活動範囲の適合性と移殖魚の残存亡

ついて

・淡水魚の移殖 ・汚水魚の移殖

業第4回会議提出論文

A. 技術論文

×養殖の milkfish又は chanosの生長

率に関する研究

×インドオ、シヤにおける鯉科漁業につい

て

×同ボJレキ才のカプアス川の流域の湖沼

地帯における漁業
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