錦
の 鯉よろず相談室

〜愛鯉家の、愛鯉家による、愛鯉家のためのコーナー〜
錦鯉はオスメスの違いに特性があります。これからの鯉ハントシーズンを
迎えるにあたって、見分け方を教えていただきました。
林 そうです。オスは仕上がりが
早いので、際立って目立つ鯉はオ

── これから鯉ハントシーズン
林 明け二歳で ㎝程度の鯉を立

を見分けるのですか？
オスメスを判断することは可能で

── その他にも、観察によって

スの可能性が高いです。
を迎えるに当たって、オスとメス

オスとメスの見分け方を教えてください。

第 26 回

然孵化した鯉は雑魚になります。

になることがあります。また、自

けない傷ができたり、痩せた体形

卵を促すので、メス鯉に思いもか

待のかかるメスを追いまわして産

で産卵します。オス鯉は今後に期

メスを見分けておかないと、野池

重要です。野池に入れる前にオス

林 野池に入れるときは、非常に

る〝できあがった鯉〟はオスの可

林 模様や色彩がハッキリしてい

オスが多いと聞きます。

── 小さいうちにきれいな鯉は

じます。

ふくらみがあり、ふくよかさを感

わけではありません。メスは若干

じがしますが、決して痩せている

形を見ます。オスはスマートな感

外見で判断する場合は、まず体

── たくさんの鯉を見て、自分

その子供は角張っていますから。

親の手鰭は円形をしていますが、

ように思います。私の三色のオス

べての鯉に共通するものではない

つの基準にはなるでしょうが、す

みを帯びている」とあります。一

張っていて大きく、メスの方は丸

方 』に よ れ ば、
「オスの手鰭は角

原崇寿著『錦鯉の飼い方・殖やし

や尾鰭が若干大きく見えます。桑

すが、必ず許可を得てから行なっ

林 触って見分けることもできま

ありますか？

── ほかに見分けるポイントは

です。

に聞いたり、相談することが肝要

ら、購入するときには売り場の人

林 豊廣氏

その結果、野池に余裕がなくなり、
能性が高いです。メスはまだでき
なりの認識や基準を持つことが大

てください。一番良いのはスタッ

すか？

餌も無駄になります。これらの要
あがっていない感じです。
事ですね。

フに依頼することです。

てる場合で説明しましょう。四月

素が重なると、立て鯉が落ち着い
── まさに〝立て鯉〟といった
林 その点、プロは経験豊富だか

メスの見極めは難しい問題です。

とを見分けることは大事なポイン

て餌を食べてくれません。
状態にメスが多いんですね。

── それなら確実にオスメスの

林 メスと比べると、オスは手鰭

── どのようにしてオスとメス

ころはありますか？

の産卵期前の状態です。

── どの部分を触って見分ける

しかし、最近の生産業者さんはメ

── 性転換する鯉もいるのなら、

判断がつきそうですね。

にチェックしますが、精子を出さ

メス保証でもオスになったりする

林 頬骨を触ってみて、ザラツキ

ないオスもいます。中性もいるし、

ことがあるんでしょうか？

んですか？

オスの肛門は笹のように面長で、

性転換する鯉も多いんです。

林 メス保証でも極めてまれにオ

ス保証で売り出しされているので

── 追い星とはどんなものです
メスは口笛を吹く時の口の形に似

星出養魚場でも二歳を野池飼育

スがいると聞いたことがあります。

林 ところが一〇〇％とはいきま

か。星状の目印みたいなものがあ
ています。

するときに、このようなチェック

性転換する鯉もかなり少数ですが、

感がある鯉はオスです。メスの頬

るんですか？
── 先月号では、林さんはお腹

をしていましたが、秋の池揚げ時

たしかに存在するので、なかなか

林 手鰭に追星があるかどうかを

林 星状のものがあるのではなく、

を絞って精子が出ないことを確認

に一〇〇尾中五尾程度のオスがい

一〇〇％は望めません。なお、昔

安心です。

まして色が付いているものでもあ
すると話されていました。

ました。

からメスのオス腹がいることは知

せん。野池に入れる前の四月ごろ

りません。手鰭の親骨に小さなふ

林 はい。私はオスメスの最終判

── 二歳より若い鯉、たとえば

られています。

骨にはぬめりがあります。

くらみがあり、触るとブツブツし

断をするときには、肛門あたりを

当歳のオスメスの見分け方も同じ

── メスのオス腹とは、どうい

ザラしています。

ま た、 肛 門 の 形 状 も 違 い ま す。

た感触です。例えれば、わさびお

絞って、精子が出るか、出ないか

ですか？

う意味ですか？

メスの肛門

です。

ろしのように鮫肌感があり、ザラ

を確認します。精子が出ればオス

林 私には当歳や明け二歳のオス

確かめます。追星がある鯉はオス

トのひとつですね。

約 30 年前から山口県・星出
養鯉場の手ほどきを受けて始め
た錦鯉は、飼育だけでなく、生
産も手掛けている。その豊富な
経験から近隣の愛好家のよきア
ドバイザーとして、東奔西走す
る忙しい毎日を送っている。
中央の白いものが精子

です。

オスの肛門

── 手鰭以外でも感触が違うと

オス鯉の手鰭。
追い星が現われる
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オス鯉

林 豊廣
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歳前後で大きくたるみ、体形が悪

林 メスのお腹は軟らかくて、三
らだと思います。

胃が背中の方に大きく拡大するか

ることながら、あれだけ入るのは

る鯉のことです。右写真のメスは

ながらオスタイプのお腹をしてい

メスのオス腹とは、メスであり

プのお腹は固いので、卵巣が背中

には柔軟性があります。オスタイ

大きく膨らみます。しかし、卵巣

で、腹部の卵巣だけに持つと腹が

鯉も卵を 万個も成熟させるの

お腹だけでなく、背中側に卵を持
側に伸びるのです。それをメスの

林 大食漢のギャル曽根をイメー

か？ちょっと不思議な感じです。

──

めますね。ところで、当歳や明け

ら体形が崩れないので、長く楽し

── なるほど。メスのオス腹な

オス腹と言うのです。

どうなりますか？

二歳でオスメスを見分けるコツは
の鯉を選ぶためにも、オスメスの

── 自分のニーズにあった性別

高いです。

②

林 最初に説明したとおり、模様・
見分け方を習得しておく必要があ

①

色彩がハッキリしたできあがった

を取り戻したいと考えて、昨年か

じます。昔のようなスカイブルー

ぽいブルーになっているように感

〝 地 肌 の ス カ イ ブ ル ー〟が、 白 っ

林 最近の秋翠は品種特性である

でしょうか？

秋翠を生産されたんですね。なぜ

されていたと思いますが、今年は

── 林さんは毎年、三色を生産

が変わったのですか？

── なぜ最近の秋翠は地肌の色

絶えられる鯉です。

ブルーのままで、十二分に鑑賞に

Ｂ宅にいた鯉です。地肌はスカイ

林 メス親は十五歳で、愛鱗会Ｏ

ですか？

林さんはどんな親鯉を使われたん

はどこですか？

── 秋翠や浅黄を選ぶポイント

かると思います。

産すれば、この鯉の良し悪しが分

ブルーのままです。三年続けて生

順調に大きくなり、地肌もスカイ

翠の魅力のひとつになるんですね。 秋翠を二、三人に分けていますが、

ります。地肌のスカイブルーは秋

林 見ておくべき点は次の四つに

④

③頭が白いこと。

にしてください。

写真も挙げておくので、参考

ります。成魚の浅黄・秋翠の

でいますが、よく見れば分か

です。当歳は地肌の下に沈ん

なります。
①地肌が白く青白いこと。

㎝以上に大きくするときは、

してください。ここが決め手

写真の○印の部分を特に注視

ら産卵させました。

林 秋翠は成長とともに地体が黒

浅黄のドイツ系が秋翠。
どちらも美しいコケ並み
（鱗並
び）
が見所の一つになる。
どちらの鯉も頭部から背中に
わたる鱗並びが整然としている。

側線

緋盤が側線より下にあるほう
が綺麗になります。
── 地肌がスカイブルーの秋翠

緋盤が背中に向かって上がってくるので、
側線より下のこの程度の位置で十分

鱗並びが整然としていること。 は貴重なので、今後が楽しみです。

②頭部から背中にわたる最初の

60

なったのでしょう。昨年生産した

── ほかの愛好家からも「秋翠

くなる欠点があるので、これを改

大きい鯉「トビ」はオスの確率が

また、当歳の場合、飛び抜けて

立て鯉ですね。

があるような感じの鯉、いわゆる

りません。もう少し仕上げる必要

決して質が悪いという意味ではあ

じ の 鯉 は、メ ス が 多 い で し ょ う。

逆に、まだできあがっていない感

りますね。

今年産卵させた秋翠で、
鯉友Ｍ君にオスメスの
見分けにチャレンジしていただきました。肛門の
形状で見分けます。読者のみなさんも挑戦してみ
てください。正解は来月号で発表します。

鯉は、オスの可能性が高いですね。

オスメスの見
分けに
チャレンジ！

はもっと地肌のスカイブルーを評

◆秋翠の生産

ジしてください。胃の大きさもさ

背中側に卵を持つんです

つので体形が崩れません。

は固く、たるむことはありません。

くなります。しかし、オスのお腹

上がオスで下がメス。
メス鯉は18歳だが、
体形の崩れが見られない。
「メスのオス腹」
と言っていいだろう

良 し た 結 果、 白 っ ぽ い ブ ル ー に

秋翠
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浅黄

価してほしい」と聞いたことがあ

今年生まれの秋翠。
◯部分の最初の鱗並びが
整然としているものが良い

錦鯉よろず相談室
林 豊廣 の
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