
ノ']c旧除草剤として従来使用されていた

~1.-D (21-Dについては江 IJ・Ip斐 1956

:出来 24-D が鯉JJij及びí(!~fI ，((¥に及ぼす

影響につL、て， '1呼"式報No.l1参照された

L、)に次いで最近PCPというのが長期l

!日10)，試験を経て，従来不可能と考えられ

ていた水稲作初期j雑草特にノビ、エの防除

に申越しれ効果があることが確認され，

稲作技術の一環として急速に一般の関心

と注日を弘、めつつある現状であり，最近

各民家に逐次??及されてきている;j，;!白

でもII{j和35/，ド)主より HUTIされるように

なったっしか LJJU~之階の PCP はl.(lmそ

の他に影響があり，その山川崎N~~ {)充

分考慮して{七月nないとイ引引のがf岳会引

き起す懸念があるο

このことについて， 附平IJ壮年5)J1 

11 ，ノ1(売庁長rf~"，及ひ民林省長興局長名

で各県知すì~宿に使用に際しての注意が通

達されたっすなわち最近PCPナトリウ

ム塩がノド旧のノピエ及びその他の一般雑

草の除草剤として有効であることが判川

したが，本剤を水旧において使用する場

合には，魚1jiに士、Iずる影響も懸念される

ので，取りあえず一般の使月jについて

は， 下i記の)j針によることとしたのでご

了士11の f'.，それぞれの実情に応じてjl1持

方針を定め，閃係者に対するm浮に万全

を期せられたい。

げ) 使用した薬剤が河川，湖沼，池，

l養魚池，養魚同など魚類に被害を与えな

いところで行なうこと f

以上のIJ'J'i予であるが， さらに本道((J

II(Hll :35 {j二~ JJ :よ() 11 に本山 ì'íl;J 勺 12 務 j:~.1 ~ 

長名で各瓦J-2'えi~，二l' CP除草剤!υ〉本 111 に

おける一般の山川につL、ーこのiL:;己;の|リj刺11

が指ノFされた、すなわ r)， PC PI泳中:剤
合水 ITI にお L 、て í~Jりする iL;fT には， ，(~l:!f 

に対する影料も懸念さ.iLるので，一般民

家の使用につい (11下記によりfo1_ijlJする

ものとする r

(1) Jj'l 菜~f'i ti;PCPI徐 4I剤 .;'0](1111 二お

いて(むIHする助命は12業改良持及HのJ8
;!干のドに使用すること。

(2' 出来改良持及員はドの各りのJ行，;:~

iニ勿めるも，なお危険金伴なうと認めた

Jt/J fi( 1，そのj也，市またはその水川に丸、JI 

てPCP除草剤を使用させないこと、

(31 i史)fJした薬剤が河川，湖1{)，池，

iを1G池，養魚111などに流入し!:n、ょう薬

剤J散布後少なくも 211:伐U.;各;J，せしめな

L、こと。

(41 iりりし た容出の洗浄及ひ残薬の処

J'flなと l土?Il[)11，湖沼池，主魚池，養J魚川

lr. どの魚知に被害~与えないところで f J 

なjコし凸うること。

i副作にPCP除草剤をf0_i)fJせんとす
る本川に近践して，ふ化場及び養魚、池な

どf.t1矧の生産111姐を:t二目的とする施I没ま

たは魚沼iの養殖をもって生，;↑ど日む者な

どがある場合は一層厳重に注志;し，要す

れl工この地告におげる使用をつつしまし

!}_ 
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めること。

(6¥ r!JuIJ，H Jd1予めI也[メUf.，]における，

ふ化場，養，\~\池/:(どの所 {I~ と水利閃f系金

調査し， 12業改良普及所長と協議 L，[6乙
険地域と認められ PCPの使用をさせts.
いことが望ましい地引を明示すること υ

以 1..の通りであるυ

PCP 防:~ l字削l土I{Hi'lI'，千ノ1でPCPまよこ(1

クサクロールとして Ili版されてL、る。;製h民2 
l品1h日仙fh:1!に』ははH倣d岐山主幻!i.li引lパ内巾'，'

があるが，H:I しも有効)J!<;jH立びにその合

イ11止はI"J--，で Jxl紅色に消色 Lてある。 )R
分組!むよれ効成分ベンタクロノレブエノー

ルナトリウム出 86%， ;K分その他 14%

である。 1μ りi:I:h、使用Lt;，自;と Lて魚、こ

{J'，L;.であるから， H!月iLた薬剤がillυ11，

湖沼池，主 ;íl~池，主，íÇlIU などに流入し Jう;

L、ようにすること， lHHtiが終って{史月]し

た容却の洗浄，残った薬ti'Uの処JI[!などは

，((~加の被主の与ええC~ 、ところ℃行なうこ

と/£どがiリJ，;GさJしてし、る。

PCPのだlJJlfこえ，j'するI31干につい℃今

j与にた下，試験助， m守化1片(1Jなわれた

l試験料I民会抑制すれば次の通りである。

L 魚に対する毒性(名古屋大学農学

部水産学教室)

(1) 淡;J(F{¥ (コl'，キンキヨ， ドジョ

ウ，ウナギ，メ夕、、カ〕に対する48hrLD 

50 (4811年11'，]の 50%致死量:， Lethol dose) 

は o.:)~O ， 6 ppmである。 2記全限界は普

通 4811!jIL¥J半数致死濃)庄の 1/10とするか

ら0，03~0， 06 ppmとなる。

(2: 魚炉、にるよ倍、!支の差呉は少ts.いく)
l31 24 hrL D 50と48hrL D 50はほ

とんど差が伝い。

(4¥ PC  P に刈する，í(\の !'L~)主は I~G{II~ の

五が高い。

2 魚の発生段階による感度の変化

(名古屋大学農学部水産学教室〉

(1) コイザ13の僻化IlJ:rííilÜ後は比較的，JJ~

:lJUJが強く，附化後わずかIこJRl乏した土}j

M~がもっとも拡抗力がかJ ( ¥ () 

3. 圃場撒布の際の魚、に対する毒性

(名古屋大学農学部水産学教室〉

(1) PC  P はJ1lXギlii去1)也 11'，]/)'ら 1011 

山経過すればj誌に記、jL 'C'ii.fてどりえない紅

)(!:)こ毒性が減退するに

(2) 薬1fUなfr&イliしたIUρ適正)[I'ljt: !J(ル i~C

人しなければ隣接する 111でもj散布当初か

ら魚の彼J占は起きなし、いすなわり浸透水

の影響(i 1.~~込の面からは無視できる。

4. P C Pの淡水魚に対する毒性試験

1958 :宇都宮大学農学部，栃木県水産指

導所〕

(1) PC Pの上場:処理後たんぶした;j(

LUに欣除するときは 10アール当り :100g 

で 3111/.'，)， 600 g V工1011 [i'，]， 900 g も約

10 [1を紙て魚市性2:11'j失する。

(21 PC  P の処理水川上澄淡 '1. ' の i.~lJi

'1'1ニは処理後 30 1l)j 11.[Jで 300~600gでは全

く無害であり， 900gでは 3rlli¥Jで消失

する。

(31 pじPのA士山上段処肥後浸透ノド'1'

の魚W:Lt上到のitにIY，j係なく 1!忠告であ

る。

(41 Pじp処)111上壊の上泣泌がす

ることによる魚HFはその完全:J立は大変尚

く，ほとんと川叫がないとみられる。

(51 tこん水旧における PCP撒イli の~ÎJ，

HLは大約処理後 4~5 1Jで消失するが，

10アール当り 150gのものは 4日後でも

なお致死濃度を保持している。すなわち

以上の結果からみて水田除草剤として使

用する場合，若干の注意を払えば魚類を



保護して安全に水田に利用されるめ

5. P C Pの魚類に対する毒性(滋賀

県農業試験場)

(1) PC P水平日剤の幼魚(コイ)にた!

する iU:'1生の危険限度はり 1~0. 2ppmで

あり，エンドリン(殺虫剤)の 1/10以ド

である。

[21 PC Pノド不日剤会ノド旧IこJ散布したJめ

合の I出生の Ýì~失は比較的!fl く 200 g /10ア

ールの¥1寺は 5{奇， 600g は 10{自， 1，500 

g は 30~40 倍に稀釈されれば魚、舶に対

する危険性はないに1 さらに撒布 1昼夜後

において毒性は著しく減退して 200g /10 

アールは 3倍以下， 600gは 5倍以下，

1，500認は 20倍以下で安全となり 2昼夜

においては 1，500におL、ても 5~10倍で

安全である。

6. P C Pの魚毒に関する試験(山梨

県農業試験場〉

(1) PC PをJぶって決ぶ状態で 10ア

ール当り 200只と 2，000gで1:壊処sll

lll!j 1川後十二i注;J(L， 沼1;j(fをに小 1(~ (1M本
4cm のハヤ)を放した粘~呉状なく

2，000認では 211寺J:¥J後に全数が死亡Lた.，

さらに 2， 000 認で樫ぶ後 211~H1\J 30分， 4 

1午J:~ 30分， 24 ~時間!と放魚までの 11!i'J:'r]を

延長して試験した結栄， 241時li'r]経過す

れば全く影響が認められなかった。

121 処理 1時間後にi程水した水!日のtJI

水rIより流出した水を使用して，潜水:"l()

分後と 24時間後に 200gと2，000gの

おのおのについて試験した結果， 200去

では 30 分経過すればすでに f~\に何等影

響はなかったが， 2，000 gでは 511与一II¥jj去

に全数死亡し， 24時間後に放魚した J必

合は全く異状がなかった。

131 処瑚 1n後に潅水し， :10分後に

放魚、した場心、について試験したがと Lに

2，000gで何等影響が認めらJL 1:;:かった。

141 {注水rllに 200gと2，000gで処JlJl

し極く少量の;J(で掛けi5ttLf産地fをh・なっ
た場合，処理直後， 20分後， 21l年川後，

41時 fi\j後に放，(~\したところ， 200gでは2

1時nXj，2，000 gで 41時間経過すれば魚、に

はた:んら影響が認められなかったっ

151 U上の結果から， {~掻後落水状態

でPCP会10アール当り 2，000g t立H技
術し 1U後に放魚、しても魚に影響がない

こと及び処理したぶ旧より流出した水を

使用する場合はさらに危険度が著しく粁

減されることがわかっ7ニ。

16¥ liij述したようにPCPの魚;:t[に対

するみj生は予想外に少ないことがわかっ

たが，極めて少量ではあったが掛げ流し

准ifY[，どしているので完全に止ぶした場合

及び地ド;J(位が向く，長く薬液が停滞し

てL、るよう iy工;KIIHニオゴL、てl土さらに検討

が必~.c ある c

7. P C Pの魚類に対する毒性試験

「愛媛県農業試験場)

(1) P C P /J( 不11 剤の本，~\!&1~ (有I_:'!LにえJ

ずる III-性)の結忠を総介すると危険l;lUN
(J:， O.:l pprn~O. 4ppmでエンドリンの1/11)
f'1¥1支かあるし、はそれよりやや低いところ

にあるようであり，宇都宮大'芋のO.5pprn

で全く無害， また，滋賀民i誌の致死限界

O.l~O. 2ppmともほぼ一致した結果が

何られたのでこの危険限界数仰は妥当な

ものと考えるものであるc

(2) PC P水和剤稀釈淡における経叫

(1サ変化，すなわち毒性減迭は認めること

ができなかった。

131 PCPJ散布旧の;J(が， 5ftきにf1Ii釈
されて流水したと仮定しての試験の結

3 
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宋:， j散布 1~ (j ntl1日佼℃わればその険 1

1I!i'II'，[l).、|付にlOO%， 1/投イli2111!jll'，[後でわ

ればその後()11')[:'，[1)，1人J{二:lO%， 2111'jll'，J 

j川}']に 70%(})平11~;:がそれぞれ化亡!たい

L か L Jli~ イli 181I'j[:'，[後以降であれば， そ

のft:48 II!j [:'，[後 l 二 ti~ 、て七平日企は(住血で

あり無苫と止lわれる n ただし撒イli96 n年
1:'，[後処JII!でその後 2411'j川以内に 1)[';死

亡[たが， I山の/，;'，1/(1に，]:三)Lのと !ιJ;h

ゐ， 日、{初ILt小川 ctぅゐ門
8， P C Pの魚類に対する毒性試験

0960 :北海道立水産購化場)

(1) ニジマス， ヒメマプ、，カリマス (}l

利上，~(lにつ L 、て P C P ()) dJ'ドj:~ ，試験 L たり

(2~ {1-i[，的flf，((¥とも O，16ppmの波!主 i二

lゴL、て PC P ()) d;tlが }}!'1，)Lf;二川 1811'J 

11'，[の致死 ~I~~li ~主非常tニ Il~ く，少 ls. くとも

o目 16ppm U下でわるこ Lがわかった。

(3) マスJJi科tiななどJ令;]¥.~\(l、はコイ， .q' 

ンギゴ 1にどの ìllll/J、Liれより Il~ý~心的こえ、卜する

I:;YLι 大主く Ji主;i)JI'i'Jであると J与えり れ

る。この)以 I Á:I' 土問主主十~~ど多くjI'j ~": するも

の， 百会合換えればny.岐本の大きいものは

ど7九'1ftが大であると思われるc)

以 L述べたようにみ;斉IJを;]¥.ruに(り↓JL

/こJa/}什， Il I!J(i)~JII へ ìft~ 11'，すると f.{\f~YJ[ {ど

苫するので，処理後 10、1511 IL¥I {11AC亡

あるL、lよ溢Aえさせls.~、ことが必要とな

る口

( ，iu _¥Uj( Jilj~f.化j必!泊 ft ，t県長 j

女 献

l' C r w"ぷ会. 1960: l' C ドのWJJ[iこ対す

るIU1叱資料 No，4

人事異動

さけ・ますふ化場
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