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内容:

1.花1"1に

2. 生活史

3. )反j，{tに丸、jする|ザl除{);

4. 幼魚に丸jする防除法

5. 化'、f'薬品による防除法

仁ヤヅメウナギ 害の 沿革1
いつのころからかわからないが )1じ;j(

サケー¥つマスのようにj炎IJ，で産卵しifljで J:.

主くなっていたヤツメウナェ干が. J北ヒ米五

j大三(1湖占胡目の 4水t 主含ど 7大三日凶Li ì 宇判iにニ ，~''li主ぷぶJセン トロ一レン

スiれ川l吋4と五J大〈湖Uの〉一E昏?:京b見点i反{t-;-討端i品jのオオ→ンタリオi，1

とiにこ. もう dFiiニドらなL、で長いことH:人

ついていた。ヤツメウナギlet，オンタリ

オ1iiJJからその l'のエリー湖に進むことヵ、

できなかった。/注ぜならばその!i¥jにかの

fI名なナイヤカ、ラのiJt:1'liがあって彼らの

ri子をさえぎっていたからである。

ところが思いがけないことが起こっ

た。 1829年，オンタリオ i胡とエリー湖と

全市古ぶウエランド)~巨jり (Welland Canal) 

がカナ夕、政府によって完成された。 ;i1!ii可
のi没~[者 l 工.船だけを通過させるのがlJ

(I~であったので，それが百f下後に五大ìNl

-千万;fンドのマス漁業んiiIi滅尽 IJ:乙!ljl;

jj、lにJfゐとし仁少に L，1己、レ t;，1 仁/に/わ/) 

よー

j，--o 

ヤツメウナニド(Sealal11]Jrey， Petrollly' 

zon marinus) i土，アイスラント.Jヒョ

ロッパ/う、らJt尚アフリカ. ブロリ夕、北iil;

からセントローレンスがれこかげての北大

同i利二位:んでいるものであるが，次第に

北米東北部の請inJ川. WJi討にも ti:.:ろえっく

ようになっていたのである?ウエラン卜

巡ìuJ の ~lfJ さくでさら iこ|叫j住の近がれ(J;'J "れ

たのであるが.エリーililJへの;ii/I¥:i秒、'f(

であった。ヤツメウナギが始めてエリー

湖でつカミまったのは1921;1ーであったご l

か L，エリー i，切では，あまり I17えなかっ

た。必ぜなら.エリ--i胡の水;工i医かすぎ

たし司 よL、i!i'IQ[JJ;(，j も ~Wl しがたかったか

らである。 19:-l()年代になると L手く Lヒ

ーロン ìNJ とミシガン ì，~J とにj住/1\した~泊

1 1><1をはて妓きたし、o J:.jJ Lî j下 ~i4Hdl て.

オンタリオ湖の両端まで注するのにI"lrl
11ご(trJ千年を要したものが，エリ -iNJ合仙

切るのに百斗、ヒーロン湖、ミシガンiNJ;二

充叫jして年産・千万ホンドのマスを.fn、

尽くすのに:-l()/1'1:必要と L，'t_冶ったο ヒ

ーロン洲からスベリオル湖へのj白は少 L

: J') ) I /)、 j/こ (/11 :1， Iこ P ーロンド1I1と y、

ーリオノ~ (，'}j々 がiλ:IニントマリーinJ())人 11
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( Aι屯 j亡¥

、可参守

点

h二112けらAlt~ JÍlJí:í J)jJの水1"]¥二夕、ムが， ヤ

ツメウナ，¥ーの修助の邪魔会したからでう

る。そ，れでも. 19461:，ょにはスベリオルi，VJ

のやマまん'1';二ある !:;jIsle l~oyal巳とス

ベリオルi，切の人 11の WhitefishPointで

li~初のヤツメウナ斗がつかまリ fこ。今や

そミで i)二，'-l放にjfiえ始めているc

ヒーロンi，IJJ~二ミシガン íNJ と:1.ヤツメ

ウナギにと")-c 11:に天|寸であった。 食物

;工充分である L. !J:ii冷たくさh¥、-C.

氏が小liで政きつめられた川もたくさん

流れこんでいと.ノ1:_Jとにも繁舶にも)111赴1

¥J!I;であったわ 1，IJi胡(土ヤツバウ寸ギにと")

ていかに付:入よいけiであぜ〉たカh47勾lるに

l仙こみ'¥~ l刈/r: !，.~-c 史民さ J三 l '" 

それ(に 19:151，力、 r>195(ie]'までのヒー

、

. ;;手;、

Eヨ
こコ‘ハ

ロン. ミシガン，スペリオルミ ì，~J のマス

の1tよそtJ!i"傾のグラブであるぺヒーロン.

ミシカン ì，~Jで :1. マスの生Jìf;: 'Mi( 土. 19:10 

"1ーから 1939>ドまでの 10{ド I:¥Jの、ドj"!TCi((']

500Jjホンド寸ーっ，;11了-;;"ボンド (4(jO

7;"説) であったものが 19!)OjドにiiI ，~j)j 

ffわせて50万ポンドで.実iこ95%の減J!iた

であったいスベリオノ~ yivJでも. 195011二か

ら斗iニ減 i)始めたわ

今支で幾度かマスと 11子んできたのは‘

Lak巴 troutCCristivomer namaycusl(J 

のことである。これはニジマス. カワマ

ス. イワナなどの近縁般であるが. ここ

では終始マスと 11ヂポぜて裁きたい。

1夕、ソメウ)--¥--0)襲幣l上マス fこげに'c1it e， 

なかった。 モロコロトー純であるいr只目



chubsやシロマス (white fish) もその

餌食の例外たりえなかった。ヒーロン，

ミシガン両湖で漁たの受けた損容は年

soo万ド、ルで，この他にも釣天狗の受けた

被害ははかりしれないものであった。

そこで1946年，五大湖沿岸のニコーヨ

ーク，ペンシルパニヤ司オハイオ司 ミシ

ガン， インデアサ， l'リノイ， ビスコン

シン. ミネソタ.オンタリオの諸州.米

• JJllのl'可連邦政府が」丸とはって， ヤツ

メウナギを|め除する方法合研究し 1954

年には米・ JJIIが一緒になって防除策をと

ることtこし， 19561HこIi the Great La-

kes Fishery Commission会;没、工して，

木腰を入れて|切除に清子した。

/~ 
/ 
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ヒャヅメウナギの生活史1
ヤツメウナギの退治は焦眉の急を要す

るものであったc しかしヤツメウブギ合

完全に絶滅させるにはまずヤツメ ウナギ

そのもの会よく知らねぽならぬ. と当事

者達は考えた。廻わり道であったが.ヤ

ツメウナギ退治の研究は.ヤツメウナギ

の生活史の調査から始められた。調合;れiI

~は第 3 図に示ーされたようなものであっ

た。今その各Wlを少し詳しく見てみた

し、c

(11 湖河期

内lで l:..?~ :ZO ブ) )J 1!:過したヤツメウナキ

よ，冬遅く入江や川の入 '~J 付近に柴ま

る。その!時J七対ftl泉l土非常に大きくなり.

/ 
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肪l九. J文1M. IIHは退化する。 消化:n;も萎

縮してもはやit似合摂取しえなL、。 体内

、こH'i'11'託した Il\(分合 il'í'l'nてゆくだけ~~C あ
マ
--:~) " 

出産卵期

4くiMが 5 CくらL、iこなると.ヤツメウ

ナェヤは川にのぼる。その川Lt，)11氏が小

行であって， 7JZはずλ，iMhの強さもて

ごろのもので必ければいけなL、o )主卵の

ための移動11:20週n:Jほどであるο1)1);)IJ1妨

げiji; ~~っかると雌は巣造り合始める。対i

も:子色、う。 {I!Lら:2)己lにまずJ11 Jir:.を取り

かたずi)'， {j';HIで吸いあ:Jて， 甘さのト

Íikiこ~ U JJ引に慣な 1-:げる。巣ができトー

がり， ;Jz が~J2くなって lOC くらいになる

とlii'，JJiJ，;ど始める。 ~tií 1 )己i主61，500粒のJj)ll

とうむc，主ず11ti(が少 LJj)I']をうむと， Wーは

l内会むに受1')';させるのすると水流で卵は栄

のふら l二 ;ιf~L，イ i と石とのi/iJに f存lí く

Iltii はまたJj)IJ会うろえ， Il1jじことが繰り返え

される。JitJj)IJには 1~ :3 I1乞要する。 120:

羽IJ1):*守 J コると ~tiiMt :2 )己はすっかり波れて

しまい.数II!ili¥Jのうちに化iこ*てる。必

卵の機会iこめくv まIlなかったのも. ヤは

りそのころタヒ向。

。幼魚期

Larv礼1fish ~_::íJJ ，((\ と ， û( L 1こ。こ {li1 

Jしいよ刊 ffと科、すべきものρ、も };IIれな

L 、が ~I，七、 XJ) 加と rJ~:ヵ、せて放く小粒だが I Çi:

L、ャツメウ Y干の卯の卵子化主主は 1%1ゾ、トー

である。水iflLi~こもよるが‘ lJIi'Hヒ i 主:2 '~:l jf!1 

11:jのうわに起こるの'1.まれたこの幼魚は

:2() 111::: ij.i i二r(tj= )'~ ¥，、 4Jr け，.てが')f; mm r}) 

j♀.'::' UlガJふ/γ 、ait~二 líリ/ト~- ) -c う。

)喜一尾の幼魚(土ラ'Jih、)1111¥に穴(barruw)

を掘る。その穴はその後 51，'1・IUJの彼のホ

ームとなるものである。もちらん穴が;Jz

でiiICされて L支えl王別であるが。このI::J

のがI) ，\(~I 主 ammocet出と u子;王れている。

この則1:りには限が見えず， ，(立に与を及ぼ

さないわ彼らの仰は顕微践的微生物で，

それを穴の人口から人って来る水から吸

いとる。彼らのIlll;]lifふニー芥など会ふるい

わけるものがついていG，食物だけ』宏司'i

化管に送りこむ。

約 5 年たつと幼魚の1I1~ はんきく，'c;: i) 11¥ 

っばってくる。 IJ-j¥，、 1-'に角:1たの向がえkん

でくる。 やすり状の司令ができる。/た壬:き~ /. 

ひ)l (刈iニ〉な=つて L、Jな云L、ウ)ρが¥できてくるご

(付休4牛込友(ば工F料粘i市ihi質物で(包cl.玄 jれl，主秋 i'J'111: v) Ij(i: 

いものである。体の I'.m;はIIi'i)']色， 卜i'i:l;

は銀山色となる σ 今やjミさは10~ 18mmと

なり，いつ C も穴からJjzitll: せるわ1I~;f)\

京fI~があってぶいを jけした II:J で/J: :l ，-í L:工

存の勾W(ll~ýìニぶいーの jfi すのを/.') っこ hん

1蜘ニ卜る。 ~{í:j凶 i 二 ii{J:i二卜るものが)þ

L、。もうずくヅ0J魚)担jiニJJIJ{l会(ifげて唱 Ilji

4) I't nりである魚の I(nをl吸い. I土1¥( ftい

尽そうとしている c

ik設であるが， 11 {，のヤソメウ十干の

ノf:.川史はまだiリ1らかにたってい:¥l '0 t，IJ 

tニガJ魚)剖がイゆlである。

(4' 成魚期

この無顎の!汲Jf11魚li，併合なさず.以

憾のよう/な1-1で魚体のどこにでも 2tいつ

く。 II:H こ i 工・)壬の，((~iこHI叫に数屈のヤツ

λ ウ)一\-~ Iう"h¥，、/川，，-(_¥、と)ごとしJぅ乙

fc¥，、っかれた，((¥Ii、i!むこa!'!.Lく身体全11つ



が，ヤツメウナギを振り落すことはめっ

たになし、。ヤツメウナギの丈夫な歯とや

すりのような苦はすぐ魚の鱗や表皮を食

L、破ってしまう c ランフレジン(Lamph-

redin)と名づけられる物質がヤツメウナ

ギの唾液中にある。

この物質は食いちぎった 1J，~1 を ìì日、 L. [血

液をi疑問させないようにするつヤツメウ

ナギは食いついた魚が死ぬか， 自分が満

腹するまでこの哀れな伺食を離さなL、。

11今には何jlN日Ijも魚に吸いついていること

もあるが，ある魚、は食いつかれてから 4

II!j問くらいで倒れてし支う。f，f;(が:必げれ

たと Lても 1(1，休は傷つけられ.それは

売物にはならないの

ヤツメウ十ギば次々と魚を襲.---，て一生

の問に 9寂以上を食い殺すれそ Lて急に

たきくなりたさ 30cm~60cm ， 休前は240ぞ

くらいになる(稀に 450ざ::1')，卜のものも

あるわ

仁成:((l(三対すぷヤヅメウナギ害の似j

[~;法3

ヤツメウ→十一ギを託，(1，1

によつてその1宍与を軒iドJ，記 Lようというのも

A つの試 Zλにで;あらる" 1かしこの方法は主

ずい《多くのヨーロ、ソパのIr<1々ではヤツ

メウナギを食べているが. 1米ミH悶、司1人lは土好カ

ないハヤツメウナギのビタミンAや)j日肪

b;ーを社jl!Aとしてみると.少なすぎてこれを

日的とした漁業は成立 Lなし、 lilf究材料

にするとしても肝要は微々たるもので

あるの裂するにヤツメウナギ漁業を1:日発

してその資源を減らすことは子Ij氏考えら

れないわわが II~I のヤツ J ウナギば千ド々減
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ってゆき.むしろ増植したいくらし、に考

えられているのに較べれば.正に所変わ

ればlih変わる.であるのまた今のところ

ヤツメウナギの天敵が知られていないか

ら，それによるコントロールも考えられ

ない。

ヤツ J ウナギの生活史のうわで弱点を

さらすのは幼魚期と産卵のために湖河す

るときである。この|時期をねらってコン

トロールを企てた 2~3 の試みがある。

洲河をさまたげるために梁生IYるのも一

楽であるが，高価であり， しかも不確実

で洪水のたひ、に流されてしまう。それに

代わって機械的なi存しわなと電気魚制

作lectri仁川!eirs)とを結びつげたものを

造り H¥したの水1n~ の I}'にできた電均は，

i朔Lしようとするヤツメウナギを封じこ

んでしまった L，f円琶の梁と違って洪Ij，
にも流されないし，ごλ もつまらなかっ

た。電気魚、網のI，f，i端におかれたわなにiれ
や什:のヤツメウ十ギが入りこむが.百

局に突入したものは殺されて Lまう。ヤ

ツメウ寸ギとiTt:j愛:な食用;¥¥1，とのiyilJJ:カトー

致する川には別の刑のi栄一が採用されたr

この装置で魚と大 1\~Tj分のヤツメウナご下と

合わなにi浮き.わJF£で魚とヤツメウナギ

とを分け，I'(¥を 1. ，二I，"Jげて政L.ヤツ

メウ寸ギだi-r 1:-殺すハこの方法はまずfr

栴といえるがf;)利市j':Jな雌点があり.北、1;

't~が 7 年後でなげ;1 ， :王分らitいハ

[:1)]1(1， 1 こ対ーずぷ !;)j[;~;+l~J

幼f:t~ をコントロールする )iが効*が I 1 1

く現われるσ なぜ、ならば司 L州州0耐州1河!口{nJする「成£北.(

を殺 Lても'すでに川には;:;~. () 111:代の
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幼1.~が次々と湖にドるべく待機している

ので.その効果が 7年目で、なければ発揮

されないからである。

幼魚を湖に Fらせない装置も作られ

たっその一つは，水だけーが通る幕を斜に

'11に据え付けることであるのこれは洪水

やごみがつまるのに概端に弱L、う洪水も

支たごみがIIJるのもともにヤツメウナギ

が下降している|時に起こるので.その装

置を利用するのは大変であるハ主た，別

の案がある η それはド降する総てのメ1".物

を電気で殺そうとするのであるが， ;I;ttを

殺すにたるボルテージでl土.ヤツメウナ

ギの幼1f，~が 11 を廻わずだげで，ヤツメウ

ナギ4ごすっかり段そうとすれば，その屯

河料がHÿ~ /::.lcものとなって lーをう(つ主

i)iM(l，;二対ナるイf対，)/:c物JlH(( ] liJf I泌がお土f

L、〔

仁化学薬品!こ 10防除法]

y})魚を化中薬11111て、殺す方法も研究され

?こっ Apple只ate J¥: らl土195:1午ごろヵ、ら

(tI4(I+ :2)将官iの化学薬lli111を!日い.ヤ

ヴメウ十ギの幼，¥¥1，だげが殺きれ，他0)，I>f¥ 

i二;tf1T7:であるという 3集lliifピj15ずにかか

ったハ:2Hi 'fli t:_ (十イ-(わざわざ後につげIJII

えたのは.この 2つが彼らの発日[た 11

~'~n~だ !111i だというので ιち i) ， この:2t前の

唯夫;土少L.~iれた{ らう〉薬llJ!の製造， J(: 

売市の問;fTを考えたためかも告Ilhないぺ

〆pillf!のスケリーユンクの方u、を紹介し

よう戸

化fi物i工5p・p.m. -tなわわlOOjJ分の5

u)出 l立で JH い ~~~IJJ/I効果をnc ， :2411;j!11] 

íf~祭し fこ o ，試験にIn¥、f二卵、:tヤ、ソィウト

ギの幼魚、(全長 8~l:1宇くらいのもの)

ニジマス (Salmogairolneri)とbluegill

sunfish (Le.ρomis macrochirus)であっ

た。後 2者は小魚、で10亨くらいのもので

伺体差をできるだけ少なくするようにし

た行テストには l種類の薬品につき 2尾

ずつ用L、たが，都合でヤツメウナギだけ

あるいはヤツメウナギとどちらかの魚 1

徒と.つまり 2種類で行なうこともあっ

たコ()尾のi色合10e谷のガラス措に水ら

tを入;1，して古'iJつだっ

fhiJn*はヒーロンjlj/jからi&み 1. jヒも

ので、き4L¥.、で1'1もJ:JーであったσpHは

7.5~8. :2. j容干n喰:奈は8.6~ 13. 7ppm‘i位

向iiC()ぷ土5.O~9 ， Oppm ーであったο';~~llflll!:'l

;J~ かア七トン，剤、;j(アルコーノ(..u川、ずれ

!) ，，)) 5 cc;ことρ、L. さらに ~-litのぶに入

れよく出ぜて乳潟液あるいは溶液とし

た(これをすで、に魚、が入っている終日;Jに

加えたうだ力、ら存慌の水 l 士 5.8~fi.()f と
、

iJ:つにつ

fヒ，(t物の純!山工作に十失礼三を行なわず，

l案11lzlをJ足供した人の夫ノjミをそのま主信じ

た(お Il!n:';j以内にヤツメウー}ニ下が死んだ

11寺，その薬11111のl.Ofi よびO.lppm の {~ILlli

でテストを繰り返えしたr

刀の結果発表;工肝腎の 2つ合|弘山、ーζ

あるのだヵ、 c).めまり i白il士I¥，、ものでは/一正

L、。そAl:上手うliiiの明示きれた薬品39:19似

合アルフアベット l似に， /1<1リjの薬，'，，¥407 

係は1;((!毛布ぴ〕醤¥}1ilii:こ悦べて 5ppmある

し、は1.0およびO.lppmのj出!JL:で. f吋u);魚

が fj)JlI~ I/Uで死んだか. 2M十年間l十1手じなな Jわ

~)たかな示しただげである。，l:)4fi種のう



九，ただi種類の生物を殺したものが264

種 2種だけを殺したものが， 333種であ

ったっヤツメウナギだけを他の 2種の如、

より明らかに早く殺した化合物は16穐あ

ルー
つ 1::'。

その報告では，化学構造と生理作用と

の問係を全く論じていなL、っこの点を筆

才7は残念に思うっせっかくこれだげの労

力資材を費すものなら，用いる薬品の締

役1を減ら L. もっと精密な実験を行なっ

て. さらに綿千百な考察を行なうべきだと

思うのしか Lこうした和維であるが大規

1:1~~ のスクリーニングによって.ヤツメウ

トギのがJ魚、に撰択的にilJWf用を呈する物

質を見つけだしたのだから停:し、もので，

傍観者(土ケヂをつげるすじあいでないη

2つの化合物，それはモノニトロフエ

ノールのハロゲン化4今であったσ そのーー

つは3-brom-←nitrophenolであったの

こhi土第 1表の(2に示Lた薬品で、あり.

1、j、後薬，\，'1 (2' と Wfえし{也の薬 llJ1 もこ Jdこ ~j，

じて呼ぶことにするべこの研究者の一人

であった Bucknell大学，化学科の教授

M. A. Smith 1'(;はこういったハ引この化

fT物 l 主要求された料!支の純J~て、合成する

のは不可f12だわできたと L ても ;~';j (fI IÎ で'j~

111にis:_らなL、だろう Jと。とにかくこの

定見に jICづき. これに矧似 Lた化合物を

fT成してテスト L. j;(I 1表にぷlたよう

な6稀の化合物が.ヤツメウ十ギの幼魚

i二特殊的に作用するものであることがわ

βaった。第 2表はそれらの構造λを示し

たものである。

;~~ 1表にはすミ試右内で行なわれた ItJ'i/j
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i式験の結果がノトされている。ラスト方法

は前と同じであるが.試験に用いた魚が

1種だけ増えた。ブラウンマス (Salmo

trutta)である。結果(i24時間観測してト

るUtlにヤツメウナギの幼魚、を全部殺すに

要する薬品の濃度をppm単位で，比較に

用いた魚、に対してl土その魚、の10%を殺す

に要する濃度をやはり ppmで示したの :t
1哀の薬I171の濃度では，ヤツメウナギの

幼魚は16時間以内に死んでいるハこれよ

りj担L、j易合にl士もっと ijLく死ぬれ Jらる者:

1111で(土比較に用いた1.fJ，に九jして241t1jIill J~i; 

;!?であるのに.その濃度でヤツメウサも下

υ)幼魚、;土45分で死んで L主った(タ1]もあ J ノ

，. 
1-つ

tU::1'x!幼虫i人!の!J(附で UiJ;っfごたゆjl

であるが， さらに1[IMl.M;;;，:lミさ 19.5{;t:，

泌さ76Vの樋を1'1'り. ;j(、合流して小川と

1，可様江状態にして試験を行なった勺片j，、

f二薬1¥"¥(主第 1i三ーの 5許1]のもの. すなわ

ち:l，4， 6-trichloro-2-nitro phenolと薬品

(61の :~-trifluormethyl-Il-nitro phenolで

あるの樋の市IH~ 、防i色， !Jくの ì~é L方(土/(i同行

する。

この実験車h~~で (1，水ìfrt'1'の致死波J'i

: 1， lJ(惜の場合よ 1)幾分(1¥:かったっ {VI]え

しE水槽中で l 工 *1~I'lI'， (51のすトリウム出の l;l

ppmが幼魚、の致死浪慢であったのに文、jし

水ilre1 ~1 で;土 12ppmであったへ 40ppmの

1'1の lJ(i在実験では，ニジマスとブラウン

マスItMらの彩持を'乏けなかったの汐次;υの〕

fれ

7六T二。 力ワマス. rock b乱品泊s. blue~ε引;il日1 s札叩un1 

{自isJ品h， pumpkinseedぉl1nfi品、 l日kechl1hs 
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Northern creek chubs， 101ミperch，アメ

リカサ、リガニ. トンボの幼虫， トピケ、ラ

の幼虫などである。 yellowperchとwhi-

te sucker日は32ppmでは無害であるが，

40ppmでは一部死んだηbullheaclsの'It

には20ppmて、死んだものもあった。流水

実験の結果は次補実験から予想した結果

よりも有効であり.薬，¥!t(6iのJ号合にも同

様なIEドl:の傾向が見られた。

7式薬¥51は1941年に DowChemical Co. 

により刊かび防 11:斉1]"とLて (;-11止さ;11，そ

のま主棚に政置さ.itていたものである lへ

これは主だ研究宅外からねむH¥されたこ

とは/s:_<. {tIJ父吋11#':土，'，';j{rttiなものであっ

たの Lか[この茶Mtl二見ilf与がかげらhた

ので DowChemical Co.は1%7年の秋

主でに， :lO.% の~C'j肢の L のなた [tt~こ作り

あげ. これに "Dowlap" という商!日，;(，

を与えたハ !Jc流試験で好成績を収めたの

で.次に Dowlapざと実際の小川でl試験

-jることに Lた(

if確にいうならぽ1957年10月2HI，場

所(土 LittlcBillieら Creek (日IJの論主に

;主主llio1tCreekとあったP1rLiLZなのか

l司JlI'l'l~ 1，々のかわからないわ) ミシガン

チ1'10ヲ Chel川 Y只anの近くの小川であるハ

liJ\;!.~6! 1又))，I，(lt2 -< l'ノJ.. し20()I己のヤツベ

ゥ→ギのyJ).¥¥¥がかごに入れら.1l司川のあ

九こんにi霞;う、:}L/ニ(もわろん x、Jf慣の¥¥¥

も，その 11午後遅し研究内の・人 John

H(川じ1:.t Dowlap合入:!llニ'#~{止の i、??if

I:H~ 、たへ流 IH Jili H{( 土薬 llJIj良!庄が:)Oppm と

/なるように Lての約 411年 litl後に l~ìMの:;g
」矧i¥ilJ/i，で. 試験ヤ、ソメウナご下のまJ)1¥¥が

数尾，泥の中から不愉快/云i顎をして (1反

報にそう書いである〉はい出して来た。

時間がたつにつれてますます苦しそうに

して泥から出てきた。夜明け方， もう試

験は 8時間も続いているのであるが.そ

のころにはその小川に住んでいるヤツメ

ウ十ギの幼魚、が川岸に打ちとげられてき

た。日中になるにおよんで幼魚の死体は

うず高くなり，たくさんの飢えたtZiが襲

L、かかってくるほどであったの

2411寺11tH乏にl試験結果を集:十してみたら

薬品が浸透 L 担ít;~ 、だろうと忠われる J号所

においたヤツメウ十ギの幼魚、の92.%は死

んでし主った内生きてL、るものも幾ぼく

も長らえると忠、えなかった。(別の報行

には96.6.%と書いてあったわ)その川に

作 λついていたヤツメウ十ギが幼魚の死

亡ネも後で調べてみたので、あるが，試験

幼魚、と同ヰ〈も Lくはそれlス1'.で、あ〆〉たハ

女刊第、の~\l，ではl. 000尾上)，J:のカワマスの

，+，死んだものは 19~モ， 100のニジマスの

うち11尾， 100尾のフラウンマスl土十干1建千E

その川に住tr14種の!{i.のうわ mudminn-

O¥Vと Northerured helly da山、 Srnall

ComrnOll white suckcrsの走らかがすピ

んでいたο 民anll1UlnrS 0;全ri:[j': t -'it /:c /" 

カい〉たという)成績であったσ

1958年に書かれた 3つの報告は.ここ

主での経過で終わっているぺこのうんの

あるもの;土， 1958{t'-'lil二ヤツメウナギの

!日)胆は力、たずくであろうといっているわ

Lかし唱 19601f・にIHたli命文にi工. 二葉rf171{51

の Dowlaいで(土なく.薬品，'， (61がスベリ

オル?NJの次系に問われているから. 19G1 



年の/:;かばころまでにその結果が判明す

るであろうと述べているO とすると， 19 

58年， 1959年の Dowlapの撒布では，問

題がかたずかなかったらしいのしかしな

がら，ヤツメウナギの問題はもう 111:，'を，1迭

したらしL、。研究当時者は，絶滅したマ

スをいかにして地すかという点に.対策

の.ift点を移した様子であるヶ

ウエランド JíTI ~llJが惹起 L た辺、 )~IJ.そし

てそれをいかに Lて克服したかわそれら

合調べてみて克服に際Lて示された叙生11

と努力とに丸J'L 1"1， 1 上打点く{~~ !~~ ~ピ J< Lたい

冴J ア日

この紹介は次の文献(1)~(81 を参!I!!\ Lて

主とめたハこのうわ電気魚制にWlする(11

とli})とl工よく JfflW(できたかったL. 主fニ

I)IJ*もJ包かったので. ごく向ip.に紹介 L

たハ ¥SJ支もこれらのえ献からとった

Ifi~(2 ， ¥51， ¥61， ¥7!， 1.81はJ.Stecr rc: (fnfor-

mation & Eclucational Scrvice， Dept 

fish.， Ottawa， CanaclaJから送じよれたι
のであるぺ!手く!溺;色、を夫する(

動物tはLH村lトJ文段に教えて良心、たっ

川村先生，忙しいとミん合.ぁ 1)がと

うございま Lたハ
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1表ヤツメウナギ防除斉IJ

主E " 111[ γl 

(1) 2・Bromo-斗-nitropherlol I rree) 

Na salt 

12) 3・Bromo-斗ーηitroph開。 (Free)

(3) 5・Chloro-2-門itrophe門。I (FreeJ 

(11 2， 5-Dichloro-斗-nitroph引 101 ('tree) 

Na-sart 

:，G) J，与，6・Trichloro-2 -n itrophenol (Free 'i I 

(Dow IdP 
>' ' Na-salt 

'(ii 3-TiFluormetyト斗叶itroph3円。I(flee i 

Na-salt 

童話

ソモヤツメウHM4 11り約l竺士号ナvr..~竺苧f:(t (pp竺
殺すiこ要ず Rainbowtrout Brown trout Bluegill sunFish 
る波反ppm
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7 15 
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3 13 

5 17 

5 17 
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