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雑魚駆除用毒物

ロテノン
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ロテノンの金魚、に対する致死限界は 100

万分中 0.075，即0.075ppmといわれて

いるが，普通天然の湖沼等に応用する場

合は 0.025ppmの微量で， 充分目的そ

達し得るとのことである。魚類はごの程

度で全滅すゐが，甲殻類(エピ， カニ類〕

ーは若干生残るものがあるの好都合なごと

には，人体に対してはかなり強い濃度で

も顕著な毒作用ぞ示さない。また， ロテ

i Jンは貯蔵法が悪いと効力炉減退する。

j 安気~遮断して冷暗処に貯蔵すれば永 f

t 効力~失わない。水温の高い方が効力は

i 強<，アルカリ性より酸性の場合の方が

ロテノン (Roumone) は最近アメリ

カで雑魚駆除用として盛んに賞用されて

いる。そして天然の湖沼や河川の魚、をロ

テノンで全滅させ，事r1てに虹鱒とか河鱒

とかの有用種ぞ移殖して蕃殖させる試み

がしばしば行われ，かなりの成功ぞ収め

~実例が報告されている。

元来ロアノンは南洋，東印度諸島に原

産する茸科植物 DeriSel1iptica， ま7ては

ドリフデ M?leUataiwanianaの根に合

まれる一種の苦味質で，強力な植物毒で

ある。南米産の数種の植物にも同様な毒

物があるといわれているの始め殺虫剤，

矢毒として利用されナこが，魚類に苅-して

特に毒性が強いごとが知られ，最近は専

ら魚、毒として利用されるようになっナニ。

ロテノンは C23H22 06 という分子式

ぞ有し，日たのような複雑な構造式ぞ持つ

ものであるごとが武居博土によって証明

されナこ。

強い毒作用ぞ示す。

ある湖沼の魚~全滅させようとする場

合には，まずその湖水の容積ぞ成るべく

精確に計算する。しかる後にその全容積

に対して加うべきロテノンの量ぞ計算

し， ごれぞ湖水中に均等に分・布するよう

に撒布する。(仮りに 0.025ppm割合で

加えゐものとすれば，湖水量1.00;)屯

に対しロテノン 25grという'ごとにな

る〕撒布の方法としては湖沼の状態に応

じて共の諸法があるの

(a) 粉剤として水面に撒布する。しか

しとのつぢ法は最も不経済な方法である



18 

といわれているの

(b) 粉剤ぞ水に溶かして乳剤とし，陣

上ま7穴:三こlはま町

れlは立わ7水k草草:iなぷどが多くて， 舟航が困難な

場合はどに最も多く行われ与の

(c) 粉fofU7，e水で句{良厚jぷ乳剤とし，布袋

に入れ鍾り;aつけて船側に品し，プロ

ペラーの流れに直接当て以いようにし

て糊内ぞ曳き廻すのまτゴ廷に爆薬沿っ

け希望の深さで破裂させ，急速に卒物

ぞ分散させる方法も記載されている。

(d) ホットケーキの種程度の濃調な液

ぞタンクに入れ， プロペラーの両側か

ら少し宛水中に落しながら湖内在縦横

に走航するの

まれ水中の特定の魚のみ巻駆除するごと

もあ3秤二度可能であ沿のそのナこめには目

的の魚が産卵期などに河川とか設伺‘など

に群集すみときぞ狙って行うのごの際残

しずニいf!.'.が深部の冷水帯にいるようであ

れば更に安杢であ.'Sの

最近の“Salmonand Jrout"誌 (No.

147， by PH. WoJf，“American Proble咽

ms and Practiceつにカナ夕、、のマックフ

アツデン湖で‘行われ七， ロテノン使用の

一例が記載されてあっhのでその概要そ

共に紹介す.'S。

マックブアツデン/胡はカナダ予頁ニュー

プルンスウイヅクリ十|にある小湖で，平常

時の面積は約20町歩，最大深度10択余

であるの海抜およそ1，000択の高所にあ

うて，注入川は少しその排水は急流と

なって渓谷ぞ流れ下るの本湖には往時河

鱒が非常に多くおり，盛んな頃は二人で

一日に 30)尾， 重量にして 66封皮や釣

り得ナこくらいで・あつにが， その後iRt獲と

雑ff.1.(スズキ Perch)の蕃殖のためがI鱒

は激減し1="虹鱒の移殖も試みられにが

大部分決流に移り去って湖内に残るもの

はほとんどなかっすこのそこでロテノンや

使用して糊中の魚ぞ全減させ，新7こに河

舗のみぞ若手殖させようとする試みが為さ

A，，;:Sごと tこjょζ材工。

試験に先立ち， "訪日守切ドげ湖の水位

;a低下させずこの減水の結果湖の最大深度

は 6~，表面民約 5 町歩内外になっすニ。ご

のとき湖の水量を精確に測定し 14 ， ~ω ，

000ガ、ロン〔約 54，000屯〕なる値ぞ得

七。ごの水量に対して 0.025ppmの割

合にロテノンぞ加え七というから，全体

で1，350gr 使用しにようであるの以て

如何に少量で効呆があるかぞ察すること

ができょうの

施用に当つては毒物や湖水中に極力平

均に分布させるすこめ， 予め糊Jを四医に分

ちそれぞれの区分の容積と薬剤の所要量

ぞ別々に計算し，一区分宛別々に施用し

にというの粉剤jぞ袋に入れ手漕ぎ‘のボー

トで湖面ぞあらゆる方向に曳廻しなが

ら，入手で水中に採み出しずこの

ロテノンJP加える直前に，湖口ぞ木材

で'Jl足止め，低水面から 5吹上昇するま

で， (以前の水位に速する迄〕排水冷止

めナニ。ごれは排水が決流に流れ落ちゐ前

に，毒物ぞ成るべく稀稗し，成oべく遅

く流すfヱめで，下流の魚族への影響ぞ極

力避ける目的によつにものである。なお

ごの外に湖の排水口には細目の格子ぞ取

付け鰻以外の魚族の侵入ぞ防止しずこの

ロテノンの施j司によって魚族は完全に

舞死しすこがその数は弐の女nく報去されて

し、る内

スズキ (Perch)

鰻〔大，小取交ぜ〕

20 ， 0~O尾以ヒ

数百尾
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ごれ等の死魚、は湖の栄養源としてその

億放置しずこの魚以外の生物では甲殻類

(エヒ， カニ〕も多数多E死し七が，相当

生残つにものと比え，その後おひ、すこ立し

く蕃殖し七。まにおひ百七百しい量のユス

リカの幼虫を含むいろいろな昆虫、の幼虫

が発生しナこの

その後3年にわたって毎年河鱒の稚魚

cgllJ出後6週間くらいのもの〕ぞ 5，000

尾克移殖したが，その発育は極めてよ

く， 3年目には天然産卵の稚魚も見られ

るようになっ士。

1939年にロテノンぞ施用， 1940，1941， 

1942年3匝!にわfゐ移殖の結果， 成績頗

る見るべきものがあっ~ので， 1943年に

釣漁が解禁されにところ，魚、は多かっすこ

が魚、体i才吋思いの外小さいことが分・0[.この

これは魚が余り多くなっナニ七め，餌料の

不足や米し，充分に大きくぶり得ない七

めと息われナこのそごで湖内に施肥してプ

ランクトンや増加させる試みがなされ化

とのごとであるが，その結果については

なお報告されていない。

昨年七月発行の Prog.Fish Culturist， 

Vol 17， No.3にもミネソタリ十|のサープ

ライズ湖で行っすニロテノン試験の結果が

F. H. Johnson氏によって報告されてい

写ゐ。本湖は面積5町歩内外，最大深度27

吠の小湖であるが， ごれにロテノンぞ施

用して魚族ぞ絶滅させに後，新tこに虹鱒

~移殖しすこ結果が記載されているの同氏

は虹僻移殖後鱗や体長の測定;;e行い， ま
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?と標識放流や食餌調査等身行って移殖魚

の生長度とか適正放養尾数とかについて

詳細に論じているの紙数の関係上とごに

その詳細ぞ採録し得ないが，養魚、家のー

;瓦に値するものと思うの

まナニ同じ ProgFIsh CulturistのVol

18， No. 1.には J.M. Lawr2nc2氏が

4段歩内外の養魚池で行つに試院結果も

記載されているのこの論文中で氏以施用

後ロアノンの毒作用ぞ速かに中和するの

に過7 ンカ、ン酸加盟が有効て、あることを

述べている。氏によれば加えにロテノン

の40倍量の過7 ンガン酸加盟ぞ溶液で

加えるごとによってロテノンの毒作用

は完全に中和し得るとのごとであるの即

0.05 ppm のロアノンぞ用いf場合には

過マンカ*ン酸力[l堅 2.0ppmぞ加えれば

よし、ごとになる。

この外同じ雑誌の Vol.17，No. 4 (Oct 

1955)にはロテノンの簡易検出法ぞ G.

Post氏が発表している。ごれは試験し

ようとする7J¥.;;e少量のクロロホルムと，

振ってロテノン沿全部クロロホルムに移

行させずニ後分ち取り， ごれにチモーJレの

1%クロロホ Jレム溶液と少ばかりの硝酸

ぞ含んす三濃塚酸ぞ加えるとし、う簡単な方

法であるのごの際ロテノンが存すれば古

緑色が発現するがその色の浪さでロテノ

ンのi良皮が分るとのごとである。ワイ才

1ング州の釣魚、連盟ではその呈色度ぞ示

す標準色調表ぞ調製して希望者に領布し

ているとのことであゐが，ごれぞ以て見

てもロテノンの使用がかなりに一般化し

ているごとぞ察するごとができるの

(jム抗査員〉


